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　今から 180 年前の天保 6 年に土佐で坂本龍馬が誕生しました。龍馬は幕末において、新

しい時代に向けての考えを持ち、それに従
したが

って行動を起こした人物です。

次の龍馬に関係のある場所についての年表を見て、後の問いに答えなさい。

天保六年 （1835） ①高知城下（現在の高知市）で生まれる。

嘉永六年 （1853） 江戸（現在の②東京）に出て千葉道場に入門する。

文久二年 （1862）
③土佐～長浜～下関というルートを通って藩から抜け出し、

さらに九州を経
へ

て江戸に身を寄せる。

慶応元年 （1865） ④長崎で日本初の⑤貿易会社「亀山社中」を設立する。

慶応二年 （1866） 妻のおりょうと⑥霧島へ新婚旅行に行く。

慶応三年 （1867） ⑦京都の近江屋でおそわれ殺される。

平成十五年 （2003） 高知空港が日本で初の人名がついた⑧高知龍馬空港となる。

問１　次のＡ～Ｄの雨温図は、龍馬と関わりのある高知・京都・東京・長崎のものです。高

知の雨温図をＡ～Ｄより一つ選び、記号で答えなさい。また、選んだ理由として正し

いものを、下のア～エより一つ選び、記号で答えなさい。

ア　年間の降水量が最も少なく、瀬戸内海に面していると考えられるので高知であ

る。

イ　年平均気温が最も低く、もっとも北に位置すると考えられるので高知である。

ウ　年間の降水量が最も多く、太平洋に面していると考えられるので高知である。

エ　年平均気温が最も高く、もっとも南に位置すると考えられるので高知である。

１
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問２　下線部①について、高知県にある四万十川には次のような橋が見られます。下の文章

はこの橋についての説明です。空らんにあてはまる文を答えなさい。

　この橋は沈下橋と呼ばれ、橋には欄
らんかん

干がなく、川の水位が低い時は橋とし

て使えますが、増水時には水面下に沈んでしまいます。これは、増水時に

（　　　　）ことを防ぐためです。
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問３　下線部②について、東京は京浜工業地帯に位置し、日本の工業の中心地の一つです。

日本の工業について、次の表とグラフを見て、グラフ中のＡ～Ｄ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～エより一つ選び、記号で答えなさい。

表）日本企業の売上高ランキングの推移

（CNN 資料などによる）

1950 年 1972 年 2012 年

１ 東洋紡績 せんい 新日本製鉄 鉄鋼 トヨタ自動車 自動車

２ 八幡製鉄 鉄鋼 日立製作所 電機 日立製作所 電機

３ 富士製鉄 鉄鋼 トヨタ自動車 自動車 JXホールディングス * 石油

４ 鐘淵紡績 せんい 三菱重工業 造船 日産自動車 自動車

５ 三井鉱山 鉱業 日産自動車 自動車 本田技研工業 自動車

６ 日本鋼管 鉄鋼 松下電器産業 電機 パナソニック 電機

７ 大日本紡績 せんい 東京芝浦電気 電機 ソニー 電機

８ 三菱鉱業 鉱業 日本鋼管 鉄鋼 東芝 電機

９ 呉羽紡績 せんい 住友金属工業 鉄鋼 富士通 電機

10 川崎製鉄 鉄鋼 神戸製鋼所 鉄鋼 新日本製鐵 鉄鋼

（注）金融・商社などは除く。　*2010 年 4 月、新日本石油と新日鉱 HD が合併。

グラフ）日本の輸出品目の割合の推移（金額）

（「貿易統計」などによる）

　　ア　Ａ＝機械機器　Ｂ＝鉄鋼　　　Ｃ＝化学製品　Ｄ＝せんい

　　イ　Ａ＝機械機器　Ｂ＝鉄鋼　　　Ｃ＝せんい　　Ｄ＝化学製品

　　ウ　Ａ＝鉄鋼　　　Ｂ＝機械機器　Ｃ＝化学製品　Ｄ＝せんい

　　エ　Ａ＝鉄鋼　　　Ｂ＝機械機器　Ｃ＝せんい　　Ｄ＝化学製品
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問４　下線部③について、次の地図は龍馬が藩から抜け出した時のルートです。龍馬が通っ

た県の説明として間違っているものを、下のア～エより一つ選び、記号で答えなさい。

ア　石灰岩台地であるカルスト地形が発達している。そのため石灰石が豊富にある

ことから、セメント工場が多く見られる。

イ　気候が温暖なため、ビニールハウスを利用して、ほかの地方では栽培がむずか

しい冬に出荷する促
そくせい

成栽培が行われている。

ウ　瀬戸内海式気候にあたるため一年を通じて降水量が少なく、また川も少ないた

め、14,000 余りのため池が見られる。

エ　日当たりのよい斜面を段々畑として、みかん栽培を行っている。みかんの生産

量は全国２位である。

問５　下線部④について、長崎のある湾では今から約 60 年ほど前に、米不足を理由に干拓

事業計画がうまれました。その後、各地で米が増産され、米が余るようになりました

が、海に堤防を築き干拓が行われました。その結果、有明海の漁獲量が減ってしまい、

漁業関係者から堤防を開門してほしいという要求が出ている一方、農業を行っている

人たちからは開門に反対する運動が起きています。この湾の名前を、次のア～エより

一つ選び、記号で答えなさい。

ア　大村湾　　　イ　諫早湾　　　ウ　伊万里湾　　　エ　佐世保湾
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問６　下線部⑤の貿易について、次のグラフ［Ⅰ］は現在の日本の輸入品の割合を示したも

のです。また、グラフ［Ⅱ］はグラフ［Ⅰ］中のＸの輸入相手国を示したものです。

グラフ［Ⅱ］中のＹ国・Ｚ国の組み合わせ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。

（2014/15 日本国勢図会による）

ア　Ｙ：アラブ首長国　Ｚ：カタール イ　Ｙ：イラク　Ｚ：インドネシア

ウ　Ｙ：カタール　Ｚ：アラブ首長国 エ　Ｙ：インドネシア　Ｚ：イラク

問７　下線部⑥について、霧島のある鹿児島県の略地図を次の指示に従って描きなさい。

・県の中央部から南に向けて鹿児島湾がのびていて、湾をはさんで東側には大隅

半島が西側には薩摩半島がある。

・大隅半島の西側の中央部には桜島がとび出ている。

・離島を描く必要はない。
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問８　下線部⑦について、京都ともっとも関係のあるものを、次のア～エより一つ選び、記

号で答えなさい。。

ア　備前焼　　イ　輪島塗　　ウ　合掌造り　　エ　西陣織

問９　下線部⑧の高知龍馬空港について、後の問いに答えなさい。

（１）全国にはその地域の特徴を表した空港名がいくつかあります。次の空港名の空らんに

あてはまる語句を、それぞれ下のア～エより一つ選び、記号で答えなさい。

空港名
（　Ａ　）阿波おどり空港 たんちょう（　Ｂ　）空港

（　Ｃ　）縁結び空港 （　Ｄ　）やまねこ空港

ア　対馬　　　イ　釧路　　　ウ　出雲　　　エ　徳島

（２）高知龍馬空港からは、福岡・大阪・名古屋小牧・東京国際空港（羽田空港）への４航

路があります。東京国際空港について、次の説明文の空らんにあてはまる語句を答え

なさい。

　東京国際空港が世界に向けた（　　）空港をめざし、新たに生まれ変わろう

としています。

　2014 年 3 月末から国際線発着枠
わく

が拡大され、国際線ターミナルも大幅に拡

張されました。これは東京国際空港をアジアの航空路線ネットワークの中心的

存在にしようというものです。
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龍馬に関する次のＡ～Ｆの文章を読んで、後の問いに答えなさい。

Ａ　龍馬が生まれた天保や、殺害された慶応はともに①江戸時代の②元号である。

Ｂ　龍馬が初めて江戸に出てきた２ヶ月後に、ペリーが４隻の黒船で浦賀に来航した。その

時龍馬も土佐藩の一員として、江戸湾の③警備の任務についた。

Ｃ　亀山社中から発展した海援隊は、私設の海軍だけでなく、④貿易にもたずさわり、長州

征
せいばつ

伐では幕府と敵対した長州へ⑤鉄砲などの武器を提供した。

Ｄ　⑥薩摩藩の西郷隆盛、長州藩の木戸孝允を仲介し、薩長同盟を結ぶことに成功した。

Ｅ　慶応 3 年（1867）11 月 15 日、31 歳の時、⑦京都近江屋で何者かに暗殺された。

Ｆ　⑧日露戦争の時、明治天皇の皇后の夢枕に坂本龍馬が現れ、日本海軍が守られることを

告げたとされる⑨新聞記事が世間をにぎわせた。

２
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問１　下線部①について、江戸時代は大名の支配を強化しました。次の「改
かいえき

易と転
てんぽう

封の推移」

のグラフを見て、下の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～エより一つ選び、記号で答えなさい。

　大名に対して出された（ Ａ ）に違反した場合は、身分と領地を没収される

改易や、領地を変更される転封が行われた。とくに改易と転封の合計数が一番

多い時の将軍（ Ｂ ）までは武断政治といわれ、厳
きび

しく取り締まりが行われた。

ア　Ａ＝公家諸法度　　Ｂ＝家康　　　イ　Ａ＝公家諸法度　　Ｂ＝家光

ウ　Ａ＝武家諸法度　　Ｂ＝家康　　　エ　Ａ＝武家諸法度　　Ｂ＝家光

問２　下線部②について、次の歴史用語は日本の元号が含まれています。その説明として間

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　大化の改新　　中大兄皇子らが物部氏を打倒した政治改革

イ　大宝律令　　　唐の律令制をもとに日本で制定された本格的な法律

ウ　天平文化　　　奈良の平城京を中心にして展開した貴族・仏教文化

エ　延暦寺　　　　平安時代初期に最澄により開かれた天台宗の寺院
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問３　下線部③について、国外からの攻撃や侵入などに対してこれまでさまざまな警備がと

られてきました。警備についての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　白村江の戦いで敗れた日本は、九州の警備として防人をおいた。

イ　再度の蒙古襲来に備えて、幕府は博多湾に石塁を築いた。

ウ　ペリー来航後に、幕府は東京湾に砲台としてお台場を建設した。

エ　明治政府は、イギリスとフランスの侵略を防ぐため北海道に屯田兵をおいた。

問４　下線部④の貿易について、後の問いに答えなさい。

（１）室町時代に、次の勘合符を使用して幕府が貿易を行いました。その相手国の王朝の名

前を答えなさい。
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（２）次のグラフは、江戸初期と開国後の輸出入の品目を表しています。下の文章の空らん

にあてはまる語句を答えなさい。

〈江戸初期の主な輸出入の品目〉 〈開国後（1867 年）の主な輸出入の品目〉

輸入品 輸出品 輸入品 輸出品

　朝鮮人参 　金 　毛織物 　生糸

　虎
とら

の皮 　硫
い お う

黄 　綿織物 　茶

　生糸 　銅 　武器軍需品 　蚕
さんらんし

卵紙

　絹織物 　銀 　艦
かんせん

船 　海産物

　大蔵経 　綿糸

　江戸初期と開国後の輸出入の品目を比べると、江戸初期に輸入品だった

（　Ａ　）は、開国後は輸出品になっている。これは、この期間に国内で 

（　Ｂ　）業が発達したからであると考えられる。

問５　下線部⑤について、鉄砲が初めて伝えられた時に、織田信長がいち早く鉄砲を利用し

足軽歩兵隊を編成し、そのため戦い方が変わりました。鉄砲の使用について、次の説

明文の空らんにあてはまる文を答えなさい。

　鉄砲が国内で使用されたことで、（　　　　　　　　　　　　）などの影響

が見られた。

問６　下線部⑥の西郷と木戸は、明治政府の重要人物として活躍しました。次の資料のうち

明治維新の三大改革と言われる「学制」「徴兵令」「地租改正」と関係のないものを、

次のア～エより一つ選び、記号で答えなさい。

ア　西洋の長所を取り入れ、二十歳になった男子国民はすべて兵籍に入れて、国家

の危機に備えるべきである。

イ　身分を問わず国民は、村に不学の家がないように、また一家に無学の人がない

ように心がけなければいけない。

ウ　私たちがいる所は天皇の土地であり、治めているのは天皇の臣民であります。

つつしんで、私たちの支配する土地と人民を天皇に献上いたします。

エ　今までの税を廃止し、地券の調査が済んだら、土地の代金の百分の三を税とし

てさしだすようにしなさい。
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問７　下線部⑦について、次のア～オは京都（京都府）でおきた出来事です。古いものから

年代順に並べかえた時、２番目と４番目にくる出来事をア～オより一つずつ選び、記

号で答えなさい。

ア　東軍と西軍にわかれた応仁の乱が始まる。

イ　足利義昭が織田信長に京都から追放される。

ウ　北条泰時が六波羅探題の長官になる。

エ　宇治に平等院鳳凰堂が建設される。

オ　平城京から長岡京へ都がうつる。

問８　下線部⑧について、この戦争は多くの人々に支持されましたが、反対をとなえた人々

もいました。次の手紙を書いた人物を、下のア～エより一つ選び、記号で答えなさい。

　あゝをとうとよ、君を泣く、君死にたまふことなかれ、（中略）親は刃
やいば

をに

ぎらせて、人を殺せとをしへしや、人を殺して死ねよとて、二十四までをそだ

てしや。

ア　内村鑑三　　イ　樋口一葉　　ウ　与謝野晶子　　エ　石川啄木
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問９　下線部⑨について、次の新聞記事を参考に、下の説明文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～エより一つ選び、記号で答えなさい。

　これは大正７年つまり西暦（Ａ）年の大阪朝日新聞の記事である。各地で騒
そう

擾
じょう

（騒動）が起こり、特に堺市では片
かたっぱし

端より（Ｂ）が襲
おそ

われ、軍隊が出動して

いることが分かる。

ア　（Ａ）1917　（Ｂ）銀行　　　イ　（Ａ）1917　（Ｂ）米屋

ウ　（Ａ）1918　（Ｂ）銀行　　　エ　（Ａ）1918　（Ｂ）米屋
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次の親子の会話を読んで、後の問いに答えなさい。

父：夏休みの自由研究のテーマは「坂本龍馬」だって聞いたけど、進み具合はどうだい。

子：今、龍馬が示した船中八策について調べているところなんだ。

父：そうか、どんな内容だったっけ？

子：八策とは「政権を朝廷に返す」「①上下両院を置き議会政治を行う」「すぐれた人材を選

ぶ」「国家の基本になる②憲法を定める」「③外国との不平等な条約を改め、平等な条約

を結び直す」「海軍の力を強める」「④天皇を守る御親兵を設ける」「⑤金銀の比率を外

国と同じにする」ことなんだ。

父：そうだった、これらが明治新政府の考え方の基礎となったんだよ。

子：そう言えば、お父さんは坂本龍馬を研究したことがあったって言ってたよね。お父さん

は龍馬をどんな人物だと思っているの？

父：そうだな、龍馬は藩から日本、さらには日本から世界へ飛び出したいという強い気持ち

をもっていて、また異なる立場の人であってもその意見を聞き、良いところを受け入れ

る柔
じゅうなん

軟な考え方ができ、さらに不可能に思えることも、成功させるための行動力を持っ

ていたんだよ。だからこそ、激動の幕末に歴史を動かすような大きな仕事を成しとげる

ことができたんだ。

子：龍馬ってすごい人なんだね。お父さんから聞いたことは、参考にさせてもらうね。

問１　下線部①について、上下両院は現在の衆議院と参議院にあたります。衆議院には、衆

参両院の議決が一致しない場合など、より強い権限が認められています。その理由の

説明として、次の文章の空らんにあてはまる語句を答えなさい。

　衆議院には（　　）があり、また、参議院に比べて任期が短いため，選挙を

通じて国民の意思を反映しやすいと考えられる。

問２　下線部②について、昨年の７月に、政府は安倍晋三総理大臣を議長とする臨時閣議を

開き、仲間の国が攻撃されたとき、一緒に反撃することができる権利を認めるという

憲法解釈の変更を閣議決定しました。この権利を漢字６文字で答えなさい。

３
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問３　下線部③について、幕末に不平等条約を結んだ相手にイギリスがあります。昨年の９

月にイギリスのある地域では、分離独立を問う住民投票が行われ、独立反対派が勝利

し分離独立が見送られました。その地域を次の地図中ア～エより一つ選び、記号で答

えなさい。

問４　下線部④について、日本国憲法に定められた天皇の国事行為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　外国と条約を結ぶ。

イ　法律・政令を公布する。

ウ　内閣の決定にもとづいて、国会を召集する。

エ　文化勲章を授ける。

問５　下線部⑤について、例えば、Ａ国では金貨１枚と銀貨５枚が交換でき、一方、Ｂ国で

は金貨１枚と銀貨１５枚が交換できた場合、どのような現象が起こりますか。その説

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。

ただし、Ａ国Ｂ国で流通している金貨と銀貨はそれぞれ同質で同量のものとします。

ア　Ａ国からＢ国へ銀貨が大量に流出する。

イ　Ａ国からＢ国へ金貨が大量に流出する。

ウ　Ａ国からＢ国へ金貨も銀貨も大量に流出する。

エ　Ａ国からＢ国へ金貨も銀貨も流出しない。


