
平成 29 年度

Ａ日程　入学試験
社　会

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．試験時間は 35分です。

３． 問題は，１ページから 14ページまで印刷してあります。試験が始

まったら最初に確認し，足りないページがあったら申し出なさい。

４．答えはすべて解答用紙に記入しなさい。

５．解答用紙には，受験番号・氏名を記入しなさい。

６．試験が終わった後，問題冊子・解答用紙とも回収します。

注 意

共立女子中学校
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珈　次の会話文を読んで，後の各問いに答えなさい。

共子：先生，私は夏休みに家族と ①  に旅行に行ってきました。

先生：お，楽しめたかな？　どんな場所に立ち寄ったのかな？

共子：まず，岩宿遺跡に行きました。学校で習ったので行ってみようと思ったんです。

先生：なるほど。関東ローム層から ②  でできた打製石器が発見されたことで有

名だね。このことにより，③旧石器時代の日本列島にも人類が存在したことが証

明されたんだよ。

共子：他にいくつかの古墳にも立ち寄りました。この地域には，古墳が多くて驚
おどろ

きま

した。

先生：たしかに，そうだね。この地域は古代においてヤマト政権と密接に関係し，東

国の中心とされたので，規模の大きな古墳もつくられ， ①  内の大型前方後

円墳の数は東日本で最も多いんだよ。

共子：そうなんですか。ヤマト政権の時期というと，④近畿地方に大きな古墳がある

というイメージだったので意外でした。

先生：このヤマト政権の時期を経
へ

て，⑤飛鳥時代，奈良時代へと進んでいくんだね。

共子：父が話していたんですが，この地域はかつて「上
こうずけのくに

野国」と呼ばれていたんだそ

うですね。

先生：そうだよ。⑥律令制のもとでそのように定められていったんだ。

共子：その後はどうなっていったんですか？

先生：中世に入ると，この地域にも荘園が成立し，それを基
き

盤
ばん

として武士団が成立し

たんだ。足利尊氏と同じく⑦鎌倉幕府の御家人で，幕府を滅
ほろ

ぼすために鎌倉に攻
せ

め入った ⑧  の一族も，この地域の荘園を基盤としていたんだ。

共子：へえ， ⑧  はこの地域に関
かか

わりがあったんですね。そういえば先生，私の

母が温泉好きで，温泉めぐりもしたんですよ。

先生：温泉めぐりですか，それは素
す

敵
てき　

だね。どんな温泉地に行ったのかな？

共子：草津や伊香保などです。そこでよく目にしたのが「 ⑨  街道」という文字

なんです。

先生：ああ，それは最近，ＮＨＫの大河ドラマで ⑨  氏の人物が主人公になっ

たからですね。 ⑨  氏はもともと現在の長野県にあたる地域の出身だけれど

も，この地域も支配下においていた時期があり，そのゆかりの地域を結ぶ道を

「 ⑨  街道」と呼んでいるんだよ。

共子：そういえば，江戸時代には ⑨  氏がこの地域の温泉を整備するのに力を入

れていたということも書いてありました。他に江戸時代のこの地域について注目

すべき点はありますか？

先生：この地域では，江戸時代から⑩養
ようさん

蚕業がさかんだったんだよ。

共子：あ，もしかして私が行った ⑪  製糸場も……。　
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先生：そう，江戸時代以来の養蚕業があったからこそ，⑫明治時代に ⑪  が官営

模範工場の設立地に選ばれたんだよ。

共子：こうやって考えると，ひとつの都道府県の歴史をたどってみるのもおもしろい

ですね。

先生：そうだね。歴史の中で，ある特定の地域がどのような役割を果たしたかが見え

てくるね。ちなみに， ①  は，⑬第二次世界大戦中には疎開地として多くの

人びとを受け入れたんだよ。また，⑭戦後は４名の内閣総理大臣を出しているんだ。

共子：そうなんですか。旅行の話をきっかけに歴史を知ることができて良かったです。

問１．空らん ①  にあてはまる都道府県名を漢字で答えなさい。

問２．空らん ②  にあてはまる石の種類を漢字で答えなさい。

問３．下線部③に関して述べた文として，正しいものを次から１つ選び，記号で答えな

さい。

ア．卑弥呼が魏の皇帝に使者を送り，銅鏡や称
しょう

号
ごう

などを授
さず

けられた。

イ．ゴミ捨て場などと考えられている貝塚がつくられた。

ウ．氷河時代にあたるため，日本列島は大陸と陸続きであった。

エ．小型の動物をしとめるために弓矢がつくられた。

問４．下線部④に関して，大仙古墳が所在する都道府県名を漢字で答えなさい。

問５．下線部⑤に関して，この時期に起こったア～エのできごとを，年代の古い順に並

べかえなさい。

ア．大仏造立の詔が出される。

イ．藤原京に遷都される。

ウ．法隆寺が建立される。

エ．聖武天皇が即位する。

問６．下線部⑥に関して，これにはさまざまな不備があったが，その立て直しを目指し

たのが，桓武天皇であった。桓武天皇の時代のできごととして，誤っているものを

次から１つ選び，記号で答えなさい。

ア．初めて関白をおいた。

イ．蝦夷の征
せいとう

討に力を入れた。

ウ．最澄・空海らを重く用いた。

エ．平安京に遷都した。

問７．下線部⑦に関して，源頼朝が幕府を開く場所に鎌倉の地を選んだ理由として考え

られることを，源氏と鎌倉との関係と，地理的条件との２点について，40字以上50

字以内で説明しなさい。

問８．空らん ⑧  にあてはまる人物の氏名を答えなさい。
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問９．空らん ⑨  にあてはまる語句として，正しいものを次から１つ選び，記号で

答えなさい。

ア．直江　　　イ．上杉　　　ウ．北条　　　エ．真田

問10．下線部⑩に関して，養蚕業では蚕
かいこ

を育てるために，ある植物が欠かせない。その

植物名を答えなさい。

問11．空らん ⑪  にあてはまる語句を漢字で答えなさい。

問12．下線部⑫に関して述べた文として，誤っているものを次から１つ選び，記号で答

えなさい。

ア．滝廉太郎が「荒城の月」を作曲した。

イ．ポーツマス条約が結ばれた。

ウ．各地で米騒動が起きた。

エ．大日本帝国憲法が制定された。

問13．下線部⑬に関して，日本はこの大戦の中で，アメリカ・イギリスなどを相手とす

る太平洋戦争の開戦にふみ切った。このときの内閣総理大臣の氏名を答えなさい。

問14．下線部⑭に関して，日中平和友好条約が結ばれたときの内閣総理大臣がこのうち

の１人であるが，これにあてはまるものを次から１つ選び，記号で答えなさい。

ア．田中角栄　　　　イ．佐藤栄作　　　　ウ．池田勇人　　　　エ．福田赳夫
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このページに問題はありません。
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玳　次の文章と図・表を見て，後の各問いに答えなさい。

　農業は，田や畑で①コメ・野菜・くだものなどをつくる産業です。また，牛などを

育て肉・乳製品をつくることも農業です。日本の国土は，山地が多く平地が少ないた

めに，農業を営むにはめぐまれたところではありません。それでも，日本の各地で主

食のコメをはじめ，②特色のある農作物がつくられています。

　その国で必要な食べもののうち，国内で生産する割合を③食料自給率といいます。

日本の食料自給率は，1960年代前半の70％台から1970年代は50％台に，1990年代から

は40％台へと低くなってきました。

　農業は，他の産業に比べ，仕事が大変で，そのわりに十分な収入を得ることができ

ないことから，これにたずさわる人が少なくなっています。また，農作物をつくる耕

地が少なくなってきて，農業の生産もしだいに減ってきました。

（矢野恒太記念会『日本のすがた 2016』より編集）

表１　都道府県別のコメの生産（2015年）

水陸稲の収穫量（ｔ） 水稲の10アール
あたり収量（kg） 収穫量の割合（％）

新　潟 619,200 527 7.8

北海道 602,600 559 7.5

秋　田 522,400 589 6.5

山　形 400,900 614 5.0

福　島 365,400 557 4.6

宮　城 364,800 547 4.6

茨　城 356,900 505 4.5

栃　木 310,300 531 3.9

千　葉 307,300 539 3.8

岩　手 287,800 560 3.6

青　森 268,000 616 3.4

富　山 215,800 559 2.7

長　野 200,500 604 2.5

兵　庫 186,900 501 2.3

熊　本 178,000 500 2.2

福　岡 175,200 480 2.2

滋　賀 166,800 518 2.1

岡　山 156,600 505 2.0

全　国 7,989,000 531 100.0

（矢野恒太記念会『日本のすがた2016』より作成）
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問１．下線部①に関して，表１は都道府県別のコメの生産（全国上位18位）を表してい

ます。これについて述べた文として，正しいものを次から２つ選び，記号で答えな

さい。

ア．コメの生産上位10位の中に東北地方の県はすべて含
ふく

まれている。

イ．北海道よりも長野県の方が，単位面積あたりのコメの収量は多い。

ウ．関東地方で最もコメの収穫量が多い県は茨城県である。

エ．コメの生産上位５位の合計で日本のコメの生産の半分を超
こ

えている。

オ．コメの生産上位18位の中に内陸県は２つある。

問２．下線部②に関して，図１は，表１中に見られるいくつかの都道府県の農業産出額

に占めるコメ・野菜・畜産・その他の割合を示しています。これについて以下の各

問いに答えなさい。

　（１）　Ａ～Ｄにあてはまる県を次から１つずつ選び，それぞれ記号で答えなさい。

　ア．岩手県　　　イ．秋田県　　　ウ．長野県　　　エ．千葉県

　（２）　北海道では畜産の占める割合が最も大きくなっています。北海道が家畜頭数で

全国の半数以上を占めているものを次から１つ選び，記号で答えなさい。

　ア．豚　　　イ．乳用牛　　　ウ．肉用牛　　　エ．肉用若
わか

鶏
どり

　（３）　新潟県とＤは水田単作地帯として知られ，コメの割合が農業産出額の半分を超
こ

えています。両県が水田単作地帯である理由を説明しなさい。

　（４）　青森県とＢは，その他の割合が農業産出額の約３割を占めています。その他に

含まれる農作物のうち，両県で共通してさかんに生産されている農作物の品種の

組み合わせとして，正しいものを次から１つ選び，記号で答えなさい。

　ア．〔巨峰・デラウェア〕

　イ．〔サンふじ・王林〕

　ウ．〔いよかん・ぽんかん〕

　エ．〔ゆめぴりか・津軽ロマン〕

図１　農業産出額に占めるコメ，野菜，畜産の割合（2013年）

（矢野恒太記念会『データでみる県勢　2016年版』より作成）
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問３．下線部③に関して，図２は品目別の日本の食料自給率を表しています。これにつ

いて後の各問いに答えなさい。

0 50 100％

コメ 97％

小麦 13％

いも類 78％

大豆 7％

野菜 80％

くだもの 43％

肉類 55％

鶏卵 95％

牛乳・乳製品 63％

魚介類 54％

けい らん

（矢野恒太記念会『日本のすがた2016』より作成）

図２　日本の品目別の食料自給率（2014年度）

　（１）　コメに続いて自給率が２番目に高いのは鶏卵です。次のア・イは，2014年の採
さい

卵
らん

鶏
けい

と肉用若鶏の飼育数のいずれかを表しています。採卵鶏の飼育数を表してい

るのはどちらか，記号で答えなさい。

ア 2014年（万羽） ％ イ 2014年（万羽） ％

宮　崎 2,819 20.8 茨　城 1,265 7.3

鹿児島 2,634 19.4 千　葉 1,187 6.9

岩　手 2,179 16.1 鹿児島 995 5.8

青　森 684 5.0 岡　山 990 5.7

北海道 485 3.6 愛　知 905 5.3

全　国 13,575 100.0 全　国 17,235 100.0

（ア・イともに矢野恒太記念会『日本のすがた2016』より作成）

　（２）　図２のうち，食料自給率が最も低いのは大豆です。日本の大豆の輸入先として

最も割合が高い国（2014年）はどこか，次から１つ選び，記号で答えなさい。

　ア．アメリカ　　　　イ．中国　　　　ウ．インド　　　　エ．オーストラリア
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このページに問題はありません。
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珎　次の会話文を読んで，後の各問いに答えなさい。

共子：2016年は①リオデジャネイロでオリンピックがあったね。

立子：そうだね。日本選手が大
だいかつやく

活躍して，国内でもとても盛り上がったのを覚えてい

るわ。

共子：ブラジルは日本の裏側だというけど，そんなところまで行って活躍する日本の

選手はすごいなぁ。

立子：そういえば，リオデジャネイロってどこなんだろう？　地図帳で見てみようよ。

共子：うん，いいよ。あれ？　でも，どの地図で見ればいいのかしら。

立子：本当だ。地図といってもいろんな種類の地図があるんだね。まずは，この②面

積が正しい地図っていうのを使ってみよう。

共子：ところで，なんでこの地図は面積が正しいってわかるんだろう。地図の形が長

方形ではないのが何か関係あるのかな。

立子：確かに地球って球体だから，平面にしてもきれいな長方形にはならなそうだよ

ね。だから丸みをつけて面積を正しく表そうとしているんじゃないかな。

共子：へぇ～なるほどね。もうひとつ，東京からの距
きょ

離
り

と ③  が正しい地図があ

るよ。

立子：これも世界地図なんだ。見たことなかった。どこがどの大陸なのかわからない

や。こんな細長い大陸あったかな。

共子：距離と ③  を正しくするとこういう地図になるんだね。たぶん，東京から

の距離と ③  だから，中心に東京があるように作成したんだと思う。

立子：じゃあ，私たちが普
ふ

段
だん

使う地図は何が正しいんだろう。

共子：あっ，地図に書いてあるよ。角度が正しい地図だって。地図には④縦と横の線

が入っているから，きっと角度も大事な地図の要素なんだね。

立子：なるほど。でもこんなに地図があると使い分けるのが大変だわ。面積も距離も 

③  も角度も全部正しい地図はつくれないのかしら。

共子：地球は丸いからしょうがないんじゃないかな。もしかして ⑤  は球体だか

ら，地図の要素が全部正しいかも。

立子：そうかもしれないわ。地図をつくるにはさまざまなことを考えないといけない

から大変なんだね。
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アア
イイ

ウウ

エエＤＤ

ＣＣ
ＢＢ

ＡＡ

図 １

★

　　　　　　　　　　　図 ３

　　　　　　図 ２

問１．下線部①はどこにありますか。図１中のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

問２．下線部②の地図はどれですか。図１～図３から１つ選んで答えなさい。

問３．空らん ③  には，面積・距離・角度以外の地図の要素が入ります。あてはま

る語句を答えなさい。

問４．下線部④のうち，横の線を何というか答えなさい。

問５．空らん ⑤  にあてはまる語句を答えなさい。

問６．図２中の★印の大陸は，図１ではどこにありますか。図１中のＡ～Ｄから１つ選

び，記号で答えなさい。
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玻　次の文章を読んで，後の各問いに答えなさい。

　昨年７月の①参議院議員選挙は，いくつかの点で大きな注目を集めた選挙であっ

た。ひとつは，選挙年
ねんれい

齢が18歳
さい

に引き下げられて初めて実
じっ

施
し

された国政選挙という

ことである。選挙資格に関しては，②70年ぶりとなる大きな変
へんこう

更である。新たに有権

者となった18歳・19歳は約240万人で，全有権者数の約２％にあたる。彼
かれ

らの動向や，

選挙への参加が注目されていたが，投票率は45.45％であった。これは近年の20歳代

の投票率よりは高い水準ではあるが，有権者全体の投票率と比
ひ

較
かく

しても，盛り上がっ

たとは言えない。

　もうひとつは，憲法の改正に前向きな，いわゆる改憲勢力が議席の３分の２以上を

占
し

めるのかということであった。衆議院では，すでに改憲勢力が３分の２以上を占め

ており，参議院議員選挙の結果に注目が集まったのである。ただし憲法の改正は，国

会議員だけでおこなうことはできない。最終的には，③主権者である国民が投票をお

こない，その過半数の賛成を必要とする。今回の選挙の結果，参議院でも改憲勢力が

３分の２を占めることになったが，それによってすぐに憲法が改正されるわけではない。

　そもそも憲法は，国民の権利を守ることを目的としている。個々の法律は ④  

でつくられるが，⑤国民の権利を侵害する法律がつくられる可能性が，まったくない

とは言えない。そこで，⑥最高法規である憲法に反する法律は効力をもたないとされ

ている。憲法で人権保障を厳格に定めることで，国家による権力の濫
らんよう

用を防ぐことに

なるのである。

　今年は日本国憲法の施行から70年の節目の年となる。主権者としての自覚をもち，

憲法の意義やあり方について積極的に考えていきたい。

問１．下線部①に関して述べた文として，正しいものを次から１つ選び，記号で答えな

さい。

ア．４年に一度，だいたい同じ時期におこなわれる。

イ．解散総選挙となる場合は，すべての議員が入れかわる。

ウ．選挙区のほか，比例代表制でも議員を選出する。

エ．25歳以上であれば，選挙に立候補することができる。

問２．下線部②に関して，70年前の変更で選挙権を得たのはどのような人かを答えなさい。

問３．下線部③が最高裁判所の裁判官について，裁判官としてふさわしいかどうかを判

断することを何というか，漢字４字で答えなさい。

問４．空らん ④  にあてはまる語句を漢字で答えなさい。

問５．下線部⑤に関して，大日本帝国憲法下の1925年には，国民の自由な思想を制限す

る法律が成立しました。この法律名を答えなさい。

問６．下線部⑥に関して，個々の法律が憲法に違反していないかを裁判所が審査する権

限を何というか，漢字７字で答えなさい。
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このページに問題はありません。
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珀　次の文章を読んで，後の各問いに答えなさい。

　①1993年に発足した②ＥＵは「ひとつのヨーロッパ」を理想として，ヨーロッパ大

陸が二度と戦場にならないように，さまざまな取り組みをおこなっている。本部は  

③  の首都ブリュッセルに置かれ，加盟国は28か国，その中で19か国が，共通通

貨の ④  を導入している。⑤ＥＵの旗にある星の数は，ヨーロッパにおいてはひ

とつのまとまりとして完成された数字とみなされているので，加盟国数が増えてもそ

の数は変化しない。

　ＥＵ域内では，パスポートの検査を受けずに国境を通過することができる地域が多

い。しかし，経済力の高い国に，他国の労働者や自国内で紛
ふんそう

争が起きて⑥難民となっ

た人びとが集中するという問題も起きている。このような問題を背景に2016年６月に 

⑦  で，ＥＵ離
り

脱
だつ

に関する国民投票が実
じっ

施
し

され，ＥＵ離脱派がわずかな差で残留

派を上回って勝利をおさめた。 ⑦  がＥＵを離脱することにより， ⑦  の通貨

であるポンドの価値が下がり，⑧円高が進んで日本の経済が大きな影
えい

響
きょう

を受ける可能

性がある。

問１．下線部①に関して，この年の日本における政治動向について述べた次の文章を読

んで，空らん【　Ａ　】・【　Ｂ　】にあてはまる語句の組み合わせとして，正しい

ものを後から１つ選び，記号で答えなさい。

　1993年に【　Ａ　】が分
ぶんれつ

裂して，同年の総選挙で【　Ａ　】は過半数割れの

大敗となった。その結果，当時の宮沢内閣は総辞職し，８党派の連立政権であ

る【　Ｂ　】内閣が誕生した。こうして，【　Ａ　】の長期政権は，38年目に

終わりを告げ，55年体制は崩
ほうかい

壊した。

ア．〔Ａ：日本社会党　　Ｂ：鳩山〕　　　イ．〔Ａ：日本社会党　　Ｂ：小泉〕

ウ．〔Ａ：日本共産党　　Ｂ：細川〕　　　エ．〔Ａ：日本共産党　　Ｂ：鳩山〕

オ．〔Ａ：自由民主党　　Ｂ：小泉〕　　　カ．〔Ａ：自由民主党　　Ｂ：細川〕

問２．下線部②の日本語での名
めいしょう

称を答えなさい。

問３．空らん ③  にあてはまる国として，正しいものを次から１つ選び，記号で答

えなさい。

ア．ベルギー　　　イ．オランダ　　　ウ．スイス　　　エ．オーストリア

問４．空らん ④  にあてはまる語句をカタカナで答えなさい。

問５．下線部⑤に関して，ＥＵの旗を次から１つ選び，記号で答えなさい。

ア イ ウ エ
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問６．下線部⑥に関して，世界の難民を保護する目的で，1951年に設立された国連の補

助機関の略
りゃく

称
しょう

として，正しいものを次から１つ選び，記号で答えなさい。

ア．ＵＮＥＳＣＯ　　イ．ＵＮＣＴＡＤ　　ウ．ＵＮＨＣＲ　　エ．ＵＮＩＣＥＦ

問７．空らん ⑦  にあてはまる国名をカタカナ４字で答えなさい。

問８．下線部⑧に関して，円高が進むと，日本の経済はどのようなマイナスの影響を受

けると考えられるか，簡潔に説明しなさい。

（問題はこれで終わりです）
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