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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。

　2014 年 6 月、①カタールで開かれた世界遺産委員会において、②「富岡製糸場と絹産業

遺産群」が正式に世界遺産に登録されました。富岡製糸場は、官営模範工場として 1872 年

につくられました。この工場の機械は③フランスから買い入れられ、全国から集められた女

工たちによって、その技術が学ばれました。ここで技術を身につけた女工たちが各地に生ま

れた民間の製糸工場の指導にあたり、女性の社会進出をになうようになりました。

　当時に比べて現在では、女性労働者は増加し、雇用者全体に占める女性の割合も高くなっ

ています。しかし、日本の女性労働率はかなりの地域差があるというのも事実です。福井

県や④富山県、⑤山形県などの⑥日本海側では女性労働率は約 68% ですが、これに対して、

⑦神奈川県や大阪府などの太平洋側の女性労働率は日本海側と比べて低い水準にあります。

　1970 年代以降、20 代後半から 30 代前半の女性労働率は上昇しました。それにより晩婚

化や未婚化が進み、少子化という⑧人口に関する問題が表面化しました。一方、女性の社会

への参加を世界と比較すると、低い水準にあります。世界各国における男女格差をはかった

『グローバルジェンダーギャップレポート 2013』によると、日本は 135 カ国中 105 位でした。

特に政治分野、経済分野においての水準の低さが順位に反映されたようです。

　富岡製糸場には１日の労働時間の制限や夏冬の長期休暇があり、当時の労働環境としては

世界でもまれなほど恵まれていたとされています。わたしたちは「富岡製糸場と絹産業遺産

群」の世界遺産登録を通して、日本における現在そして今後の、女性の労働環境や社会進出

への環境について考える必要があるかもしれません。

問１　下線部①について、次のグラフは「日本の主な輸入品の輸入先割合（2013・金額）」

を示しています。カタールを示すものをグラフ中のア～エより一つ選び、記号で答え

なさい。

『日本国勢図会 2014/15』より作成
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問２　下線部②の「富岡製糸場と絹産業遺産群」のある都道府県について、後の問いに答え

なさい。

（１）この都道府県を、次のア～エより一つ選び、記号で答えなさい。

（２）この都道府県に関する説明として間違っているものを、次のア～エより一つ選び、記

号で答えなさい。

ア　嬬恋村などの高原では、冬野菜を春から夏に出荷する農業が行われている。

イ　温泉郷が多く、なかでも草津温泉は古くからの名湯として知られている。

ウ　機械工業の発展により、多くの日系ブラジル人が働く町がある。

エ　観光地として有名な日光があり、東照宮には多くの修学旅行生らが訪れる。

問３　下線部③について、次のグラフは日本・カナダ・フランス・オーストラリアの発電量

の内訳（2009 年）の割合を示したものです。フランスの発電量の内訳を表したグラ

フとして正しいものを、次のア～エより一つ選び、記号で答えなさい。
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問４　下線部④について、戦後日本では重化学を中心とした工業化が進められるなか、公害

が深刻化しました。富山県で問題となった、カドミウムを原因物質とする公害病の名

前を答えなさい。

問５　下線部⑤について、山形県のある東北地方の産業に関する説明として間違っているも

のを、次のア～エより一つ選び、記号で答えなさい。

ア　東北地方は、青森県の津軽塗や岩手県の南部鉄器、山形県の将棋駒など、江戸

時代に藩の奨
しょうれい

励をうけて農業の副業からおこった伝統工芸がさかんである。

イ　東北地方は、日本最大の穀倉地帯で、大部分は米の単作を行っている。1970

年代からはじまった政府の減反政策により、転作をする農家が増加した。

ウ　1980 年代以降、高速道路や空港の周辺には、IC 工場が多く進出し、東北地方

はシリコンアイランドと呼ばれるようになった。

エ　東北地方の太平洋側にある三陸沖は、黒潮と親潮がぶつかり合う好漁場として

有名で、かきやホタテの養殖もさかんに行われている。

問６　下線部⑥について、この理由について説明した次の文を、下の資料Ⅰ・Ⅱをみて完成

させなさい。その際、（１）（２）はそれぞれ記号を選び、（３）にはあてはまる文を

答えなさい。

　日本海側の地域は、3 世代同居率が（１）【　ア　高い　イ　低い　】ため、

専業主婦率が（２）【ア　高い　　イ　低い　】。

　このことから、（３）【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】ことが

可能なため、日本海側の地域に住む女性は、仕事に就
つ

きやすいと考えられる。

『都道府県別統計とランキングで見る県民性 http://todo-ran.com/t/kiji/11891』より引用

 

資料Ⅱ 都道府県別の共働き率
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問７　下線部⑦について、次のア〜エは横浜・大阪を含む 4 つの都市（横浜・静岡・大阪・

那覇）の雨温図です。静岡と那覇を示す雨温図をそれぞれ選び、記号で答えなさい。
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問 8　下線部⑧について、次の文章は日本の人口問題に関して述べたものです。文章の空ら

んにあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを、下のア～カより一つ選び、記

号で答えなさい。

　性別・年齢別の人口構成を表す人口ピラミッドで、現在の日本は人口が減少

している（　　１　　）型となっています。その人口分布にも大きなかたより

がみられ、国土の約 6％にすぎない（　　　　２　　　　）を中心とした三大

都市圏に全人口の 40％以上が集中しています。一方、農山村や離島などでは

過疎化が進んでいますが、地方から大都市へ移住した人が、生まれ故郷近くの

地方都市に戻り定住する（　　３　　）現象もみられます。

ア（１）つりがね　　（２）東京・大阪・名古屋　　　（３）J ターン

イ（１）つりがね　　（２）東京・大阪・福岡　　　　（３）J ターン

ウ（１）つりがね　　（２）東京・大阪・福岡　　　　（３）U ターン

エ（１）つぼ　　　　（２）東京・大阪・福岡　　　　（３）U ターン

オ（１）つぼ　　　　（２）東京・大阪・名古屋　　　（３）J ターン

カ（１）つぼ　　　　（２）東京・大阪・名古屋　　　（３）U ターン
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次の A ～ H の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

A　私の父は、唐を参考にした法典を完成させたひとりです。私は、仏教の力で国をおさめ

ようとした天皇のきさきとなり、孤児院や病院をつくって社会事業に力を尽くしました。

B　中国のある歴史書には、私のことが「30 ほどのクニをしたがえた大きなクニを、まじ

ないによって治めていた女王」であったと書かれています。

C　私は、薩摩藩で生まれその後将軍に嫁
とつ

ぎました。戊辰戦争で将軍家が存亡の危機に立た

されたとき、将軍家の救済と最後の将軍の命を助けることに力を尽くしました。

D　私は、岩倉使節団とともに 6 歳という若さでアメリカに留学しました。帰国後は、「女

子英学塾」を設立し、女子教育に力を注ぎました。

E　私は、京都の東山に書院造を取り入れた建物を建てた将軍の妻です。夫の後継ぎをめぐ

り大きな争いが起きたあと、私は実質的な幕府の指導者となりました。

F　私は、天皇のきさきに仕えた文学者で、光源氏を主人公にした小説を書き、貴族たちの

生活や気持ちをえがきました。

G　私は、女性として初めて天皇になりました。私の摂政は、天皇中心の国をつくることを

理想として、さまざまな政治の改革をしました。

H　私は、夫である将軍が亡くなったあと、父や弟とともに幕府の政治にかかわり、「尼将軍」

と呼ばれました。朝廷が幕府を攻めようとしたとき、私のうったえにより幕府は結束を

固めました。

問１　文章 A について、この人物の夫の遺品は東大寺にある建物におさめられています。

この建物の名前を答えなさい。

問２　文章 B について、このことが書かれている中国の歴史書を、次のア〜エより一つ選び、

記号で答えなさい。

ア　「漢書」地理志　　　　　イ　「後漢書」東夷伝

ウ　「魏志」倭人伝　　　　　エ　「宋書」倭国伝
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問３　文章 C の人物が活躍した幕末、幕府は日米修好通商条約を結び、最初にアメリカと

貿易を開始しました。開国後の日本の貿易相手国の変化とその原因について、次の資

料Ⅰと資料Ⅱを見て、下の文章の空らんにあてはまる国名と文を答えなさい。

資料Ⅰ　開国後の貿易相手国の割合　　　資料Ⅱ　アメリカ合衆国に関するできごと

開国した日本は、アメリカではなく（　　　　　　　　　）と多く貿易をする

ようになった。その理由は、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

からである。

問４　文章 D について、この人物が活躍した時代の外国との関わりについての説明として

正しいものを、次のア～エより一つ選び、記号で答えなさい。

ア　日本政府は、憲法を制定するためにフランスの憲法を参考にした。

イ　日本政府が朝鮮と結んだ日朝修好条規は、朝鮮にとって有利なものであった。

ウ　日英同盟を結んでのぞんだ日露戦争の結果、日本は国際的な地位を向上させた。

エ　日清戦争で勝利をおさめたものの、日本は清からの賠償金を得られなかった。

問５　文章 E について、次の①～④はこの後に起こった出来事について説明したものです。

出来事がおきた順番として正しいものを、下のア〜エより一つ選び、記号で答えなさい。

①　現在の愛知県で起きた桶狭間の戦いで、今川義元がやぶれた。

②　ポルトガル人を乗せた中国船が種子島に漂着し、日本に鉄砲が伝わった。

③　農民は武器となるやりや弓などを取り上げられた。

④　加賀国で、一向宗の信者らが一揆をおこした。

ア　②　→　①　→　④　→　③　　　イ　②　→　③　→　①　→　④

ウ　④　→　①　→　③　→　②　　　エ　④　→　②　→　①　→　③
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問６　文章 F について、後の問いに答えなさい。

（１）次の文章はこの時代に生きた人物について述べたものです。説明として正しいものを、

ア～エより一つ選び、記号で答えなさい。

ア　現在、学問の神様として信仰されている菅原道真は藤原氏によって大宰府に追

いやられた。

イ　尾張国の国司であった藤原道長は、その悪政を農民に訴えられ、国司をやめさ

れられた。

ウ　伊予国の国司であった平将門は、瀬戸内海の海賊
ぞく

をひきいて西日本をあらし

回った。

エ　摂関政治で一族を最も繁栄させた藤原頼通は、その得意な気持ちを満月に例え

て歌をよんだ。

（２）次の文章は、この時代の文学作品の特徴を述べたものです。文章の空らんにあてはま

る語句の組み合わせとして正しいものを、下のア～カより一つ選び、記号で答えなさ

い。

この時代には（　１　）が発達し、（　２　）が考えや感情を自由に表現でき

るようになった。その代表的な作品には（　３　）の著した「枕草子」などが

ある。

ア　（１）かな文字　　　（２）女性　　　（３）紫式部

イ　（１）かな文字　　　（２）女性　　　（３）清少納言

ウ　（１）かな文字　　　（２）庶民　　　（３）清少納言

エ　（１）寺子屋　　　　（２）庶民　　　（３）清少納言

オ　（１）寺子屋　　　　（２）庶民　　　（３）紫式部

カ　（１）寺子屋　　　　（２）女性　　　（３）紫式部

問７　文章 G・H で説明している、「私」の名前を答えなさい。

問８　文章 A ～ H を古いものから時代順に並びかえた時、3 番目と 6 番目にくるものを、

それぞれアルファベットで答えなさい。
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次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

　政治に参加するための権利である「参政権」を女性が全国的に獲得してから、今年でちょ

うど 70 年目をむかえます。大日本帝国憲法では、一定の金額を①納税した男性にのみ選挙

権が与えられました。1925 年には制限のない普通選挙制度になりましたが、それに女性は

含まれていませんでした。一部の②地方議会では女性に選挙権が認められていた時期もあり

ましたが、平等な選挙制度となったのは 1945 年以後のことです。1946 年に行われた、戦

後初の衆議院選挙では女性の議員が 39 名当選しました。この選挙で成立した新しい議会で

③日本国憲法が制定され、二院制による現在の④国会が成立しました。

問１　下線部①について、納税は国民の義務ですが、税金のうち間接税に分類されるものを

次のア～カより二つ選び、記号で答えなさい。

ア　法人税　　　　　　イ　相続税　　　　　　ウ　消費税

エ　関税　　　　　　　オ　所得税　　　　　　カ　贈与税

問２　下線部②について、地方での行政は地方議会が決めた方針に基づいて知事や市町村長

が行います。この行政に対して、住民の不満や苦情を聞いて調査し、行政に改善をう

ながす役割を市民が行う制度の名前を答えなさい。

問３　下線部③について、後の問いに答えなさい。

（１）日本国憲法が施行されたのはいつですか、空らんにあてはまる数字を答えなさい。

西暦　　　　　年　　　　　月　　　　　日

（２）日本国憲法を改正するためには国民投票が必要です。そのため、国民投票に関する法

律が平成 26 年に改正されました。その改正の内容として正しいものを、次のア～エ

より一つ選び、記号で答えなさい。

ア　国民投票の際に、18 歳以上から投票することが可能になる。

イ　国民投票の際に、無記名で投票することが可能になる。

ウ　国民投票の際に、インターネットを利用した電子投票が可能になる。

エ　国民投票の際に、都合がつかない人のために代理人による投票が可能になる。
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問４　下線部④について、国会は唯一の立法機関ですが、法律をつくる以外にも仕事があり

ます。国会の仕事として間違っているものを、次のア～エより一つ選び、記号で答え

なさい。

ア　国の政治を調査する　　　イ　弾劾裁判所を設置する

ウ　条約を承認する　　　　　エ　予算案を作成する


