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社会
（3０分）

全10ページ

注意　 1．開始のチャイムと同時に、問題用紙と解答用紙の
計 2か所に受験番号と氏名を記入しなさい。

　　　 2．答えは解答用紙に書きなさい。

受験番号 氏　　　　　　名

第2回_00社会_表紙.indd   1 2020/11/25   9:07:32



1 次の文章を読み、問いに答えなさい。

オリンピックの開会式では出場選手の入場や開会宣言だけではなく、開
かい

催
さい

国の文化を紹
しょうかい

介する
各種のパフォーマンスが行われます。例えば、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、
サンバを中心としたブラジルの伝統的なおどりや、様々な人種がブラジルにわたってきて現在の
社会を形成していることが表現され、その中には日本からの移民も登場していました。
めぐみさんの小学校では、「あなただったら東京オリンピックの開会式で何を紹介しますか。
理由とともに考えてみましょう。」という宿題が出されました。以下は、めぐみさんやその友人
たちが考えた開会式の内容です。

めぐみ：�私は（　①　）が書いたとされる『源氏物語』を紹介します。この作品が作られた時期
は、A大陸の国ぐにの文化を取り入れつつも日本風の文化が花ひらいた時期です。作品
に登場する貴族の華

はな

やかな暮らしを世界の人に見てほしいです。また、この時代の女性
の作品が現在まで残っていることは、世界的にみて非常にめずらしいことなので、紹介
する意味があると思います。

かおる：�私はペリーが黒船に乗って浦賀に来航したことを取り上げたいです。B長く外国との交
流を制限していた時代から、C西洋とならび立とうとするあたらしい時代へと変わって
いくきっかけになったからです。

いずみ：�私は東大寺を取り上げます。東大寺の（　②　）にはDペルシアからわたってきた品な
どが保管されていました。このことから、世界とのつながりがわかるので、取り上げた
いです。

�
ひかる：�私はE1964年の東京オリンピックを取り上げたいです。今回の宿題のために、祖母に当

時の様子をたずねましたが、冷蔵庫・洗たく機とともに「（　③　）」と呼ばれていたテ
レビが白黒のものから、オリンピックをテレビで観戦するためにカラーのものへと変
わっていったと聞き、現在の暮らしに大きな影

えいきょう

響を与
あた

えていたことがわかったからで
す。

みち　：�私は日本と世界のつながりを表したいので、現在の島根県にある世界遺産の石見銀山を
紹介します。日本に初めてヨーロッパの人々がやってきた時代に、F石見銀山から採れ
た銀が輸出されて、世界中に広がったからです。

（ 1）（　①　）（　②　）に入る語句を漢字で答えなさい。
（ 2）（　③　）に入る語句を答えなさい。
（ ３）�下線部Ａについて、894年を境

さかい

に送られなくなった、日本から大陸への使者を何といいま
すか。漢字で答えなさい。
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（ ４）下線部Ｂについて、問いに答えなさい。
（ⅰ）この時代の武士について述べた文として正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。

ア. 朝廷や貴族に仕え、大きな力を持つ者やその一族は朝廷の高い位についた。
イ. �将軍から領地の支配を保障され、外国勢力が攻

せ

めてきた際も、新たな領地を得るた
めに戦い、外国勢力を退けることに成功した。

ウ. �将軍に支配を認められた領地から、将軍のもとへ約 １年ごとに訪れることが経済的
に大きな負担となった。

エ. 領地を独自に支配する武士が増え、各地で領地をめぐる戦いが起きた。
（ⅱ）�この時代にはキリスト教を信じることが禁止され、貿易の場所も制限されました。当時

ヨーロッパの国と貿易が行われた場所はどこにありますか。現在の都道府県名を漢字で
答えなさい。

（ⅲ）�この時代にはさまざまな学問が発展しました。医師であり、『古事記』や『源氏物語』
から古来の日本人の考え方を研究した人物を一人選び、記号で答えなさい。
ア. 伊能忠敬　　イ. 前野良沢　　ウ. 本居宣長　　エ. 大塩平八郎

（ ５）下線部Ｃについて、問いに答えなさい。
（ⅰ）�日米修好通商条約は日本側にとって不平等な条約でした。これについて正しいものを

一つ選び、記号で答えなさい。
ア. 関税自主権がないため、外国から輸入する商品の値段が高く日本人が買えない。
イ. 関税自主権がないため、日本国内の産業の発展がさまたげられる。
ウ. 治外法権を認めているため、日本人が自由に外国へ行くことができない。
エ. 治外法権を認めているため、すべての日本人の裁判は外国で行うことになった。

（ⅱ）�この時代には、土地の値段を決め、それにもとづき現金で税を納める制度に変
へん

更
こう

しまし
た。この政策を何といいますか。漢字 ４文字で答えなさい。

（ⅲ）�下の絵は、この時代の日本と外国の関係を風
ふう し

刺したものです。この絵を説明している
Ｘ・Ｙの文が正しいか誤っているかを判断し、その組み合わせとして正しいものを一つ
選び、記号で答えなさい。

Ｘ：ロシアが魚（朝鮮）を取り逃
に

がしてしまったので、橋で見ている様子。
Ｙ：日本と中国がどちらも魚（朝鮮）をねらって対立している様子。

ア. Ｘ：正しい　Ｙ：正しい　　イ. Ｘ：正しい　Ｙ：誤り
ウ. Ｘ：誤り　　Ｙ：正しい　　エ. Ｘ：誤り　　Ｙ：誤り
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（ ６）�下線部Ｄについて、ペルシアからわたってきた品として正しいものを一つ選び、記号で答
えなさい。

ア イ

ウ エ

（ ７）下線部Ｅについて、19６4年よりも後に起きたできごとを一つ選び、記号で答えなさい。
ア. ソ連と条約が結ばれて国交が回復し、日本の国際連合への加盟が認められた。
イ. アメリカに占

せんりょう

領されていた沖縄が日本に返
へんかん

還された。
ウ. 朝鮮戦争が起き、アメリカ軍は戦争に必要な物資を日本から買い入れた。
エ. サンフランシスコでの講和会議で平和条約を結び、日本は独立を回復した。

（ ８）�下線部Ｆについて、日本との貿易によって石見銀山の銀を世界へ運んだのはどこの国の人
ですか。正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。
ア. ポルトガル　　　イ. ギリシア　　　ウ. ポーランド　　　エ. アメリカ
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（ ９）�下の写真の建築物について、めぐみさんが紹
しょうかい

介する時代と関係が深いものを一つ選び、
記号で答えなさい。

ア イ

ウ エ

（10）�下の文章は、ゆりさんが考えた開会式の内容です。めぐみさん・かおるさん・いずみさ
ん・ひかるさん・みちさんが考えた内容を時代の古い順に並べかえたとき、ゆりさんの文
章はどこに入りますか。正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。

ゆり：�私は観阿弥・世阿弥父子によって能が完成した時代を紹介したいです。
この時代は茶の湯や生け花といった現在でも日本の文化として広く知ら
れているものが誕生した時代だからです。

ア：一番はじめ
イ：めぐみの後・いずみの前
ウ：いずみの後・めぐみの前
エ：めぐみの後・みちの前
オ：みちの後・めぐみの前
カ：みちの後・かおるの前
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恵子さんは学校の先生から、身の回りの環
かんきょう

境にかかわる事
ことがら

柄を日記に記してみようという
夏休みの宿題を出されました。恵子さんが書いた下の日記を読んで、問いに答えなさい。

　 8月 8日（土）
今日から夏休みだ。コロナのことがあって
だいぶ短くなったけど、さっそく習い事の
スイミングに行って、Ａ猛

もうしょ

暑日の暑さを吹
ふ

き飛ばしてきた。家に帰ると、昨日まで元
気だったプランターのＢきゅうりが枯

か

れて
いた。私がプールで涼

すず

んでいる間に、そん
なにも暑かったのかと今さらながらびっく
りした。暑さは人間だけでなく、植物の命
も奪
うば

ってしまうんだな。

　 8月 9日（日）
今日は原爆の日だ。核

かく

兵器のことはまだよ
く分からないけど、先生が核を持つという
ことは環境に大きな負担を与

あた

えると言って
いたので、今度それがどういうことなのか
調べてみたいと思った。
お父さんが、新しいＣ車を買いたいので試
乗してくると言って出かけて行った。ガソ
リンの使用量が減る環境にやさしいＤハイ
ブリッドカーという種類にするらしい。

　 8月10日（月）
今日は山の日だ。家族で奥多摩に川遊びに
出かけた。奥多摩町は東京のＥ一番西の端

はし

の町らしい。私の家の近くを流れている多
摩川より川

かわはば

幅も　Ｘ　で、水もきれいな上
流のほうに行った。気温は自宅とあまり変
わらないけど、山に囲まれて日かげが多い
からか随

ずいぶん

分過ごしやすかった。Ｆ森ってす
ごいんだなあ。

　 8月11日（火）
友達が浦安市にあるテーマパークのお土

みや げ

産を
くれた。暑くなかった？と聞いたら、お昼
を避

さ

けて夕方から行ったそうだ。日が沈
しず

む
とパーク内は電力消費の少ない（　①　）
電球で照らされると聞いた。そういえばお
土産の入っていた袋

ふくろ

にもＧバイオマス素材
が使われてるって書いてあった。きっとい
ろんな企

きぎょう

業がこういうことを頑
がん ば

張っている
んだろう。

　 8月12日（水）
ここ何日か、テレビのニュースで日本の商
船の座

ざしょう

礁事故のことが何回も流れている。
（　②　）洋にあるHモーリシャス沖のき
れいな海が大変なことになっている映像を
見た。私もお寿

す し

司が大好きで魚や貝をよく
食べるけど、ただでさえＩ減っている漁業
資源に大きな影

えいきょう

響があるに違
ちが

いない。Ｊ海
の環境を守るには私には何ができるだろ
う？

　 8月13日（木）
この宿題をやってみて、自分の身の回りの
環境も、遠く離

はな

れた世界の環境もつながっ
ているんだなとなんとなく考えられるよう
になった。だって、地球に壁

かべ

はないんだか
ら。夜、そのことをお母さんに言ってみた
ら、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）のこ
とを教えてくれた。まだまだ私の知らない
ことだらけだ。もっとＫいろんな地域に住
む人の暮らしを知りたくなった。

2
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（ １）（　①　）に入る語句として正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。
ア．ＮＧＯ　　　　イ．ＧＰＳ　　　　ウ．ＬＥＤ　　　　エ．ＧＤＰ

（ ２）（　②　）に入る語句を答えなさい。
（ ３）�下線部Ａは、気温が何℃以上の日のことですか。正しいものを一つ選び、記号で答えなさ

い。
ア．２５℃　　　　イ．３０℃　　　　ウ．３５℃　　　　エ．４０℃

（ ４）�下線部Ｂについての円グラフを見て、　　　に入る県名として正しいものを一つ選び、記
号で答えなさい。

都道府県別のきゅうりの出荷割合（令和元年）

農林水産省「令和元年作物統計」より作成

ア．群馬県　　　イ．和歌山県　　　ウ．鹿児島県　　　エ．新潟県

（ ５）下線部Ｃについて、問いに答えなさい。
（ⅰ）�日本の自動車生産額が最も多い都道府県の形として正しいものを一つ選び、記号で答え

なさい。

ア イ ウ エ

a

計272,100tその他
59

その他
42

福島
14 宮崎

21

10

埼玉
10

埼玉
6

高知
8

千葉
7

北海道
6

岩手
5

夏・秋 冬・春

計202,600t

a

12
a
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（ⅱ）�現在日本の自動車会社は世界のいろいろな国に工場を作り現地生産・販
はんばい

売をしていま
す。その理由として誤っているものを一つ選び、記号で答えなさい。
ア. �海外に工場があると、それぞれの国に住む人たちのニーズに素早くこたえる自動車
作りができるから。

イ. �日本国内で他の産業を活発化させるために人と土地が必要だったため、政府から海
外移転を求められたから。

ウ. �海外の人たちを雇
やと

って日本の自動車の作り方を学んでもらい、自動車産業を発展さ
せようとしたから。

エ. �資源や部品を確保しやすい海外に工場を作ったほうが、自動車を安く生産できるか
ら。

（ ６）下線部Ｄのハイブリッドカーとはどんな車か、正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。
ア. 水素と酸素から電気を作り、その電力で走る車。
イ. バイオエタノールを燃料として走る車。
ウ. 電気モーターとガソリンエンジンを組み合わせて走る車。
エ. ソーラーパネルを取り付けて走る車。

（ ７）下線部Ｅに関して、日本の最西
せいたん

端にある島を何といいますか。漢字で答えなさい。
（ ８）　Ｘ　に入る語句として正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。

ア．広くて緩
ゆる

やか　　　イ．広くて急　　　ウ．狭
せま

くて緩やか　　　エ．狭くて急
（ ９）下線部Ｆに関して、問いに答えなさい。
（ⅰ）�下の表は日本の森林に関するものです。この表について述べた文のうち、正しいものを

一つ選び、記号で答えなさい。

森林備
びちく

蓄量（201７年）

針葉樹
（千㎥）

広葉樹
（千㎥）

計
（千㎥）

計
（ ）

人工林 3,23８,８4９ ６９,5６７ 3,30８,41６ ６3.1
天然林 4８4,5９６ 1,44７,８54 1,９32,450 3６.９
計 3,７23,445 1,51７,421 5,240,８６６ 100.0
国有林 ６９1,351 534,42７ 1,225,７７８ 23.4
民有林 3,032,0９4 ９８2,９９4 4,015,0８８ ７６.６
計 3,７23,445 1,51７,421 5,240,８６６ 100.0

『日本国勢図会201９/20』より作成（一部修正）

ア．人工林全体の備蓄量の中で広葉樹が占
し

める割合は 1 以下である。
イ．針葉樹の人工林のほとんどは国有林で育てられたものである。
ウ．針葉樹と広葉樹の備蓄量はどちらも、民有林より国有林の割合が多い。
エ．日本の森林備蓄量は全体で約52億㎥である。
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（ⅱ）�豊かな森は人間にとって多くの恩
おんけい

恵をもたらしてくれます。以下のカードは学校の授業
で森の役割を考えた時に、恵子さんのクラスメイトが作ったものです。これらのカード
の例のように、クラスメイトの気づきとは異なる森の役割をあなたも書いてみましょ
う。

森本さん 林さん

二酸化炭素を吸い込
こ

み、酸素を吐
は

き
出してくれるから、温暖化を防いで
くれる。

森の養分が川に溶
と

け出して川や海に
栄養を与えているので、魚たちを
養ってくれる。

緑川さん 木葉さん

緑の多い空間ができ、そこでいろい
ろなものが育つから、私たちに癒

いや

し
や資源・収

しゅうかく

穫物を与えてくれる。

植物の種類が豊富なので、森に住む
いろいろな生き物を育んで、生態系
を守ってくれている。

（10）�下線部Ｇのバイオマスは再生可能なエネルギーです。再生可能なエネルギーとして誤って
いるものはどれですか。一つ選び、記号で答えなさい。
ア．風力　　　　イ．石炭　　　　ウ．太陽光　　　　エ．地熱

（11）�下線部Ｈについて、モーリシャス沖で昨年の夏に起こった日本の商船の事故はどんな問題
を起こしましたか。正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。
ア. 船体が壊

こわ

れ、海に大量の重油が流出した。
イ. 船が転

てんぷく

覆し、積み荷の工業製品が海中に沈
しず

んだ。
ウ. 座

ざしょう

礁後も強
ごういん

引に航行し続け、大量のサンゴ礁
しょう

を破
は

壊
かい

した。
エ. 船が海上で燃えて、水温が上がり、海の生き物が大量死した。

（12）�下線部Ｉについて、卵から稚
ちぎょ

魚にかえるまで人間の手で育てたあとに自然界に放流し、成
長したものをとる漁業のことを何といいますか。

（13）�下線部Ｊについて、下のグラフは日本の漂
ひょうちゃく

着ごみの種類別割合を示したものです。グラフ
中の　　　に当てはまる語句を答えなさい。

日本の漂着ごみの種類別割合

環境省「海洋ごみをめぐる最近の動向」（平成30年 9 月）より作成

a

その他
19.0

布
0.8

金属
4.0

木材
7.3

紙
0.3

65.8

ガラス・陶器
2.8

きとう

a

※グラフ中の割合は、平成22～27年度
の５地点および平成28年度の新たに
選定した５地点の計10地点の個数に
もとづく。
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（14）�下線部Ｋについて、次の文章はある都道府県の説明をしています。都道府県名を漢字で答
えなさい。

この都道府県の面積は日本で11位、人口は約280万人である。瀬戸内工業地域を
構成しており、昔から造船業が有名な都市もある。また世界遺産が 2つあり、
そのうちの一つは海上に建っている神社である。伝統工芸品の熊野筆は化

けしょう

粧ブ
ラシとしても人気がある。

次の会話文を読んで、問いに答えなさい。

母　　　�「新型のウイルスが流行しています。今はおうちにいてください」というA内閣総理大
臣の発表があったわね。

恵子　　ねえ、病気の人は病院に行けないの？
母　　　�必要でない外出や、急ぎではない外出は控

ひか

えてくださいとB都道府県知事も記者会見で
呼びかけていたでしょう。病気の人が病院に行くのは生きていくために必要なこと。で
も、付き添

そ

いの人が制限されるっておじいちゃんが言っていたわ。おばあちゃんのお見
み

舞
ま

いにも行けないって。
恵子　　なんかそれ、しっくりこないな。国会でしっかり話し合って、発表したのかな。
母　　　あら、恵子ちゃん、どうして国会で話し合うことが大切だと思うの？
恵子　　《　　　　　X　　　　　》
母　　　�すごいわね。しっかり勉強しているじゃないの。いずれにしても、この状

じょうきょう

況が長引く
と、「経済が回らなくなる」「景気が悪くなる」って言われているから、どうすればC世
の中にお金が流れるようになるか、政府は真

しんけん

剣に考えて、実行しなくてはならないわ。
恵子　　�だったら、絶対に外出できないというふうにしてしまえば、早くいつもの生活が取り戻

もど

せると思うの。「控えてください」ってなんか優しいよね。
母　　　�それは、日本国憲法があるからよ。D国民の権利をむやみに侵

しんがい

害しないためじゃないか
しら。

恵子　　・・・・・・。
母　　　�さあさあ勉強、勉強。お父さんも、明日からしばらくは、E会社に行かないかたちでお

仕事をするんですって。
恵子　　明日から学校に行けなくなっちゃう。Fどうなるんだろう。

3
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（ １）下線部Aについて、誤っているものを一つ選び、記号で答えなさい。
ア．衆議院と参議院で選挙によって選ばれる。
イ．国会議員でなくてもかまわない。
ウ．天皇によって任命される。
エ．省庁の大臣を決めて内閣をつくる。

（ ２）下線部Bについて、誤っているものを一つ選び、記号で答えなさい。
ア．都道府県議会の議員の任期は、衆議院議員の任期と同じである。
イ．都道府県知事の被

ひ

選挙権年
ねんれい

齢は、参議院議員の被選挙権年齢と同じである。
ウ．住民は署名や投票によって、都道府県知事を辞めさせることができる。
エ．都道府県が、法律にもとづいてつくるきまりのことを政令という。

（ ３）�《　　　X　　　》にあてはまる文として、明らかに誤っているものを一つ選び、記号で
答えなさい。
ア．国会は、こういう事態に対応するための法律を定めることができるところだからよ。
イ．国会は、国民から選挙で選ばれた議員が集まっているところだからよ。
ウ．国会は、内閣が考えていなかったような少数意見を聞くことができるところだからよ。
エ．�国会は、内閣が行った政策を、憲法違

い

反
はん

かどうか最終的に判断するところだからよ。
（ ４）下線部Cについて、効果がないと思われることを一つ選び、記号で答えなさい。

ア．国が国民の働く意欲を刺
し

激
げき

するために、税金を増やす。
イ．国が大きな事業を計画して、失業者に仕事を与

あた

える。
ウ．国が新しい道路や空港をつくるために、必要な材料を企

きぎょう

業に注文する。
エ．国が生活に困っている人に、生活費を支給する。

（ ５）下線部Dについて、「権利」とはいえないものを一つ選び、記号で答えなさい。
ア．人間らしい暮らしをする　　　イ．税金を納める　　　
ウ．政府に批判的な集会を開く　　エ．裁判を受ける　　　　　　

（ ６）�下線部Eについて、情報通信技術を利用するなど、時間や場所を有効に活用できる働き方
として、あてはまらないものを一つ選び、記号で答えなさい。
ア．モバイルワーク　　イ．リモートワーク　　ウ．ハローワーク　　エ．テレワーク

（ ７）�下線部Fについて、新型のウイルスが流行している中で、今までに経験したことがない社
会になる可能性があります。このような社会を生きていくためには、あなたはどのような
人でありたいですか。自分が社会の一員であることを意識して詳

くわ

しく書きなさい。
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