
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。
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1 	 次の文章を読み、後の問いに答えなさい。

　昨年の夏は、梅雨明けが早く、7月から 8月下旬まで各地で①猛暑日が続き、埼玉県の熊谷
市では 41 .1 度を記録し、「暑い町」として有名な②群馬県の館林市や岐阜県の多治見市などを
押さえて、日本の観測史上最高の気温を更新しました。
　昨夏の暑い日本列島をいっそう熱くしたのが、第 100 回全国高等学校野球選手権大会（夏の
甲子園大会）でした。例年、③北海道と東京のみ代表校は 2校で他の府県の代表校は 1校のみ
でしたが、100 回記念ということで、いくつかの府県で 2校の代表が認められ、全部で 56 校
の代表校が熱戦を繰り広げました。中でも、昨年の大会から取り入れられたタイブレーク方式
（延長12回が終了しても同点の場合、13回からはノーアウト1，2塁でその回の攻撃をはじめる）
の初めての試合となった④長野県代表の佐久長聖高校対北北海道代表の旭川大高校戦は、延長
14 回に及ぶ両校ゆずらぬ大接戦でした。また、優勝候補の一角にあげられていた⑤石川県代
表の星陵高校を、⑥愛媛県代表の済美高校が球史に残る死

し

闘
とう

の末に満塁サヨナラホームランで
破った試合も印象的でした。多くの名勝負が生まれ、史上最多となる 100 万人以上の観客を集
めた第 100 回記念大会でしたが、特に注目されたのは秋田県代表の金足農業高校の快進撃でし
た。一回戦で⑦鹿児島県代表の鹿児島実業高校を、二回戦では岐阜県代表の大垣日大高校を破
り、さらに強豪校として知られる南⑧神奈川代表の横浜高校に逆転スリーランで勝ち、準々決
勝では滋賀県代表の近江高校に逆転サヨナラとなるツーランスクイズを決め日本中に衝撃を与
えました。そして、準決勝では西⑨東京代表の日大三高を破り決勝に駒を進めました。⑩秋田
県の代表校が決勝にすすんだのは、100 回目を迎える甲子園大会では第 1回大会以来 103 年ぶ
りのことでした。さらに、⑪東北地方に初めて優勝旗を持ち帰るのではないかとの期待も広が
りました。しかし、決勝では優勝候補筆頭の北⑫大阪代表大阪桐蔭高校が強さをみせ、史上初
めてとなる 2度目の春夏連覇を達成しました。
　昨年の夏は本当に暑く、⑬熱中症で搬送される人が相次ぎました。甲子園大会でも暑さ対策
のため試合中の水分補給を例年以上に徹底するなどの対策がとられました。そんな過

か

酷
こく

ともい
える状況の中でもはつらつとしたプレーで高校野球ファンばかりでなく、多くの人々に感動を
与えた高校野球の魅力は何でしょうか。ひとつひとつ全力でプレーする姿勢、心の底から野球
を楽しみ、チーム一丸となって躍

やく

動
どう

する姿、勝っても負けても相手をたたえ、チームメイトや
家族、友人、応援してくれたすべての人々に感謝することを忘れない素直な心など数えあげた
らきりがないかもしれません。そして何より、「最後まで諦

あきら

めない気持ち」を持って、日々の
厳しい練習に打ち込んできたという自信に裏打ちされたプレーに私たち観るものは引きつけら
れるのかもしれません。
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問１	 下線部①について、猛暑日と真冬日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　猛暑日：最高気温が 30 度以上の日・真冬日：最高気温が 0度未満の日
イ　猛暑日：最高気温が 30 度以上の日・真冬日：最高気温が－10 度未満の日
ウ　猛暑日：最高気温が 35 度以上の日・真冬日：最高気温が 0度未満の日
エ　猛暑日：最高気温が 35 度以上の日・真冬日：最高気温が－10 度未満の日

問２	 下線部②の農業について、次の「野菜・果物の主な産地」の表の空らんア～エの中で、	
群馬県にあてはまるものを1つ選び、記号で答えなさい。

作物
順位　 ねぎ レタス キャベツ メロン

1位 （　ア　） 長野 愛知 （　イ　）
2位 埼玉 （　イ　） （　エ　） （　ウ　）
3位 （　イ　） （　エ　） （　ア　） 熊本
4位 （　ウ　） 兵庫 （　イ　） 山形
5位 （　エ　） 長崎 神奈川 青森

「日本国勢図会 2016/2017」より作成

問３	 下線部③について、第 100 回記念大会ということで特別に 2校の代表が認められたのは
北海道と東京都を除いていくつの府県ですか。その数を答えなさい。

問４	 下線部④について、次の日本地図を参考に、長野県と接している県の数を答えなさい。
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問５	 下線部⑤について、石川県の伝統工芸品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　九谷焼　　　　イ　輪島塗　　　　ウ　加賀友禅　　　　エ　美濃和紙

問６	 下線部⑥について、愛媛県今治市周辺ではタオルの生産が盛んで、国内生産の約 6割を
生産しています。このように、ある工業製品の生産量が国内生産量の大部分を占める市
と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　香川県丸亀市のうちわ　　　　　イ　群馬県桐生市の綿織物
ウ　新潟県燕市の洋食器　　　　　　エ　福井県鯖江市の眼鏡フレーム

問７	 下線部⑦について、鹿児島県にある世界遺産ともっとも関係の深いものを、次のア～エ
より１つ選び、記号で答えなさい。

ア　大浦天主堂　　　イ　軍艦島　　　ウ　ブナの原生林　　　エ　屋久杉

問８	 下線部⑧の形を、次のア～エより１つ選び、記号で答えなさい。

ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ

ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ



― 4 ―

問９	 下線部⑨について、東京の中心部を運行する山手線に 2020 年までに新駅が開業する	
予定です。新駅ができるのはどの区間ですか。次のア～エより 1つ選び、記号で答えな
さい。

ア　新橋駅　～　浜松町駅の間　　　　　イ　浜松町駅　～　田町駅の間
ウ　田町駅　～　品川駅の間　　　　　　エ　品川駅　　～　大崎駅の間

問 10	 下線部⑩について、第 100 回記念大会なのに第 1回大会から数えて 103 年ぶりなのはな
ぜですか。その理由を 15 字程度で説明しなさい。

問 11	 下線部⑪について、東北地方のほか北海道や北陸地方など雪の多い地方で見られる工夫
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ

ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ
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問 12	 下線部⑫について、次の雨温図は、札幌・長野・大阪・那覇のいずれかのものです。	
大阪の雨温図を、次のア～エより１つ選び、記号で答えなさい。

問 13	 下線部⑬について、熱中症対策や伝染病予防など国民の健康に関する仕事を行う国の機
関を、次のア～エより１つ選び、記号で答えなさい。

ア　文部科学省　　　イ　厚生労働省　　　ウ　国土交通省　　　エ　環境省
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2 	 かえつ有明中学校の中学 3年生は修学旅行で京都・奈良を訪れます。次の会話文は、先
生と2人の生徒が、行程表を持ち寄って話し合っている様子です。後の問いに答えなさい。

先　生：	修学旅行で訪れる奈良には、①仏教や遣隋使、遣唐使の影響を強く受けた文化が花開
いたね。2人が楽しみにしているのは何かな。

生徒Ａ：	私が特に楽しみにしているのは、当時多くの人々がその大仏を造るのにたずさわった
と言われる②東大寺です。東大寺の周りにいる鹿にも早くせんべいを食べさせてみた
いです。

生徒Ｂ：	僕は、③平城遷都が行われた 710 年に、藤原不比等によって移された興福寺がとても
気になります。

先　生：	興福寺は藤原氏との関係も深いし、昨年から国宝館の公開が再開されたからね。とこ
ろで、④ 1993 年に日本の寺で初めて世界遺産に登録された法隆寺はどうだい。

生徒Ａ：	授業で習った⑤聖徳太子が 607 年に建立したと言われる世界最古の木造建築ですね。
興味があります。

生徒Ｂ：	僕は、宿舎の前にある談
たん

山
ざん

神
じん

社
じゃ

も気になります。
先　生：	中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我氏討伐のクーデタを計画したとされる場所だからね。	

2 日目から⑥京都見学も始まるけど、楽しみにしているのは何だい。
生徒Ａ：	なんと言っても、鳳凰堂で有名な藤原氏ゆかりの⑦平等院が楽しみです。
生徒Ｂ：	僕は、歴史とは離れるのですが、鴨川河畔に黄金色に輝く⑧京都議定書のモニュメン

トが気になります。
先　生：	Ｂさんは、歴史も得意だけども、公民の⑨環境に関するレポートもしっかりとできて

いたからね。京都では、自主研修もあるから、行きたいところを考えておいてね。
生徒Ａ：	私は、幕末に興味があるので、⑩近江屋のあった場所に行ってみたいです。
生徒Ｂ：	僕は、⑪二条城に行きたいです。しかし、昨年の夏、京都は大雨に見舞われたので、

天候も気になります。
先　生：	多くの人が避難していましたね。天候のことはその日にならないと分かりませんが、

今からしっかりと予定表を作成して、準備してください。
生徒ＡＢ：	はい。しっかり準備します。
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問１	 下線部①について、次の（１）～（４）の文章は、この時代に活躍した僧について説明
したものです。説明と僧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。

（１）	仏教を学んだのちに諸国をめぐり、橋や堤防を築くなどの社会事業を行い、民衆を
教え導いた。はじめは弾圧されたが、やがて功績が認められ、大仏の造立を任された。

（２）	天台宗を開き、比叡山に寺を建てて、教えを広めた。のちに「伝教大師」と呼ばれた。
（３）	 	5 回の渡航失敗と失明を乗り越えて来日した中国の僧で、寺院の造営に力をつくした。
（４）中国で仏教を学び、高野山金剛峰寺を開いて真言宗を広めた。のちに「弘法大師」

と呼ばれた。

ア　（１）最澄　　（２）行基　　（３）空海　　（４）鑑真
イ　（１）行基　　（２）最澄　　（３）空海　　（４）鑑真
ウ　（１）行基　　（２）最澄　　（３）鑑真　　（４）空海
エ　（１）最澄　　（２）行基　　（３）鑑真　　（４）空海

問２	 下線部②の東大寺と関連のない写真を、次のア～エより 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　　　　　　　　　　　　　　　　イ

ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ
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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）	平城京に都が置かれた時代のできごとを、次のア～エより１つ選び、記号で答えな
さい。

ア　墾田永年私財法が出された。
イ　第 1回遣唐使が派遣された。
ウ　蝦夷を討伐する為に、坂上田村麻呂が派遣された。
エ　大宝律令が制定された。

　　　
（２）	平城京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　中央には幅 70mほどの朱雀大路が南北に通っていた。
イ　町はごばんの目のように東西・南北に規則正しく区画されていた。
ウ　遷都から 10 年の間に薬師寺などが移された。
エ　北辺には大内裏があり、西辺には外京が設けられていた。

問４	 下線部④について、後の問いに答えなさい。

（１）	下線部④の年は、政治に対する国民の不信を背景に自民党は分裂し、衆議院議員総
選挙で過半数を下回りました。このとき自民党に代わり成立した連立内閣の首相を、
次のア～エより 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　小沢一郎　　　イ　村山富一　　　ウ　羽田孜　　　エ　細川護煕

（２）	下線部④の年は、ECが加盟国の外交・安全保障を共通の目標として、名称をEU
に変更しました。2019 年 2 月現在、EU加盟国にあてはまらない国を、次のア～エ
より 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　フランス　　　イ　トルコ　　　ウ　イギリス　　　エ　ドイツ
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問５	 下線部⑤について、次の資料は聖徳太子が定めたものです。資料中の空らんにあてはま
る語を、漢字１文字で答えなさい。

一　（　　）を以
もっ

て貴
たっと

しとなし、忤
さから

ふること無
な

きを宗
むね

とせよ。
二　篤

あつ

く三
さん

宝
ぽう

を敬
うやま

え。三宝とは仏・法・僧なり。
三　 詔

みことのり

を 承
うけたまわ

りては必ず謹
つつし

め。

問６	 下線部⑥の京都で、11 世紀後半に絶対的な権力を握りながらも、「加茂川の水、双六の
賽
さい

、山法師、是
これ

ぞわが心にかなわぬもの」と言ったとされる上皇を、次のア～エより	
1 つ選び、記号で答えなさい。

ア　鳥羽上皇　　　イ　後白河上皇　　　ウ　白河上皇　　　エ　後鳥羽上皇

問７	 下線部⑦の平等院は、1053 年に建立されました。そのころの日本の様子としてもっと
もふさわしいものを、次のア～エより 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　末法思想の流行により、浄土教が広まった。
イ　平治の乱がおこり、平清盛が政権を獲得した。
ウ　元軍が高麗軍を従えて、博多湾に上陸してきた。
エ　菅原道真の意見によって遣唐使が停止された。

問８	 下線部⑧の京都議定書では、温室効果ガスの削
さく

減
げん

目標が設定されました。後の問いに答
えなさい。

（１）	京都議定書で削減の義務がないとされた国を、次のア～エより 1つ選び、記号で答
えなさい。

ア　日本　　　イ　フランス　　　ウ　イギリス　　　エ　中国

（２）	日本の温暖化防止対策について述べた文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	 エネルギーの消費を減らすため、現在すべての原子力発電は停止している。
イ　家電製品などでは、省エネルギー化の開発がすすめられた。
ウ　冷暖房の温度を抑

おさ

えるため、クールビズやウォームビズをすすめた。
エ　夏の節電対策として、グリーンカーテンをすすめた。
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問９	 下線部⑨について、「環境」の他に「教育」「貧困」「格差」などに関して、2015 年に国
際連合で「持続可能な開発目標」が定められました。この国際社会共通の目標をアル
ファベットで示したものを、次のア～エより 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　ISO　　　イ　GAP　　　ウ　SDGs　　　エ　WWF
　
問 10	 下線部⑩の近江屋で、薩長同盟に尽

じん

力
りょく

した土佐藩出身の人物が殺されました。その人物
を、次のア～エより 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　木戸孝允　　　イ　坂本竜馬　　　ウ　高杉晋作　　　エ　西郷隆盛

問 11	 下線部⑪の二条城で、幕府が朝廷に政権を返すことを申し出ました。この時の将軍を、
次のア～エより 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　徳川家茂　　　イ　徳川慶喜　　　ウ　徳川家定　　　エ　徳川綱吉




