
平成 29 年度

Ｂ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 13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　次の文章を読んで，後の各問いに答えなさい。

　日本の歴史に登場する女性のうち，最も古い時代に名を残しているのは 漓  

であろう。  漓  は邪馬台国の女王として，占
うらな

いやまじないを活用して政治をおこ

なった。その後，政治の形態がかわった②飛鳥時代や奈良時代には，女性が天皇に

なることもあった。

　平安時代になると，③才能のある貴族の娘
むすめ

たちが宮中で活
かつやく

躍した。鎌倉時代には，

女性の社会的権限が比
ひ

較
かく

的
てき

大きかった。例えば守護・地頭に任命される女性も存在

し，土地の相続も認められていた。また，執権北条 潺  の時に制定された，日

本最初の武家法である 潸  にも，後
あと

継
つ

ぎになる子がいない女性は，養子をとる

ことが認められている。

　室町時代には，⑥足利義政の妻である日野富子のように政治に大きな発言力をも

つ女性もいた。しかし，戦国時代から江戸時代の女性は，政略結
けっ

婚
こん

など政治の道具

として用いられることもあった。

　明治時代には，条約改正の予備交
こう

渉
しょう

をするため，欧米に派
は

遣
けん

された使節団に⑦５

人の女子留学生も同行した。また，政府が条約改正のためにとった欧化政策の一例

として，鹿鳴館で舞
ぶ

踏
とう

会
かい

を開いたことがあげられる。これについてビゴーは，慣れ

ない洋装をした女性を描
えが

いて風
ふう

刺
し

した。その一方で，日本は朝鮮に不平等な条約を

結ばせて勢力を拡大しようとしたため，日本と清は対立を深め，⑧日清戦争へと発

展した。

　大正時代になると，自由主義・民主主義的風潮が高まった。その背景には高等教

育機関の充
じゅう

実
じつ

があり，サラリーマン・職業婦人が大衆文化の担
にな

い手となった。1911

年，女性の解放を目指す文学団体である⑨青鞜社が結成されるなど，女性も積極的

に文学や社会に関
かか

わる活動を行った。

　しかし，昭和時代になると不況が長く続き，社会不安が増大する中で，しだいに

⑩軍部が力を強めていった。そのような社会の変化によって，言論の弾圧も進むよ

うになった。1930年代前半，日本は中国東北部を占領し，中国と切り離
はな

して満州国

として独立させた。しかし， 潭  が満州国の独立を認めなかったため，日本は  

潭  を脱退し，国際的な孤
こ

立
りつ

を深めた。その後も⑫日中関係は悪化し続け，つ

いに全面戦争へと突入した。この戦争は長期化し，日本は資源を求めて東南アジア

に軍を進め，引き続き中国へ圧力をかけた結果，イギリスやアメリカとも激しく対

立するようになった。そして，日本がハワイの 潼  湾にあったアメリカの軍港

を攻撃したことなどをきっかけに，⑭太平洋戦争が始まった。このころの女性は，

工場での労働に動員されたり，家庭や地域を守るよう強
し

いられたりした。

　このように，日本の歴史の中において，女性の地位や役割は，時代によって変化

し続けてきたといえる。

　



2

問１．空らん 漓  にあてはまる人物名を漢字で答えなさい。

問２．下線部②に関して，次のア～ウのできごとを，年代の古い順に並べかえなさい。

　ア．皇極天皇の前で，蘇我入鹿が中大兄皇子と中臣鎌足によって殺害された。

　イ．推古天皇の摂政として聖徳太子が政治をおこない，十七条の憲法を制定した。

　ウ．天武天皇が亡
な

くなった後，妻が持統天皇として即位した。

問３．下線部③に関して，このような人物と，その文学作品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．［清少納言 ─ 枕草子］　　　　イ．［清少納言 ─ 土佐日記］

　ウ．［紫式部 ─ 枕草子］　　　　　エ．［紫式部 ─ 土佐日記］

問４．空らん 潺  にあてはまる語句を漢字で答えなさい。

問５．空らん 潸  にあてはまる語句を次から１つ選び，記号で答えなさい。

　ア．武家諸法度　　イ．五箇条の御誓文　　ウ．御成敗式目　　エ．大宝律令

問６．下線部⑥が建てた建築物を次から１つ選び，記号で答えなさい。
　

ア イ

ウ エ
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問７．下線部⑦のうち，女子教育に尽
じん

力
りょく

して女子英学塾を設立した人物の氏名を答えな

さい。

問８．下線部⑧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．樺太の南部と満州の鉄道を得た。

　イ．下関で小村寿太郎が日本の全権として講和条約を結んだ。

　ウ．台湾を日本の植民地にした。

　エ．与謝野晶子が戦争に反対する気持ちを詩に表した。

問９．下線部⑨を結成した人物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．平塚らいて
（ちょう）

う　　　イ．樋口一葉　　　ウ．市川房枝　　　エ．美空ひばり

問10．下線部⑩に関して， 1932年に海軍将校によって当時の内閣総理大臣が暗殺された。

この内閣総理大臣の氏名を答えなさい。

問11．空らん 潭  にあてはまる語句を答えなさい。

問12．下線部⑫に関して，日中戦争開戦以降のできごと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．満州にいた日本軍が中国軍を攻撃し，満州事変が起こった。

　イ．セルビア人青年がオーストリア皇太子夫妻を襲
おそ

った。

　ウ．ドイツがポーランドに侵攻した。

　エ．日本が中国に対して，二十一か条の要求をつきつけた。

問13．空らん 潼  にあてはまる語句を答えなさい。

問14．下線部⑭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．ミッドウェー海戦が始まった。

　イ．長崎に原子爆弾が投下された。

　ウ．サイパン島が陥
かん

落
らく

した。

　エ．沖縄戦が始まった。
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このページに問題はありません。
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玳　次の会話文は，共子さんがお父さんと寿
す

司
し

屋に行き，寿司屋の店主（大将）と話し

たときのものです。これを読んで，後の各問いに答えなさい。

大将：いらっしゃい！　共子ちゃん，大きくなったね。何年生になったの？

共子：６年生です。今は受験勉強をがんばってます。

大将 ：そうか。前に来てくれたのはまだ小学校に入学したばっかりのころだったか

ら，そりゃ大きくなるわけだ！

 父 ：あのころは①東日本大震災の後で大変だったね。

大将 ：うちも節電営業なんかでお客さんにも迷
めい

惑
わく

かけたよ。ほら，②原子力発電所

が止まっちゃって，計画停電なんかもあってさ。さぁ，何にしましょう？

 父 ：ぼくはとりあえず③ビールをください。

共子：私はお茶と，④まぐろをください。

大将：はいよ！　今日はいいまぐろが入ってます。

 父 ：どこのまぐろかな？

大将：⑤大西洋のもので，輸入物だけど，味は間
ま

違
ちが

いないよ！

 父  ：⑥今は輸入の魚介類が多くなったね。まぐろのほかにはえびが多いみたいだね。

共子：どっちも大好きだわ。次はえびをください。

 父 ：大将，今日のおすすめは何かな？

大将：今日は新
しん

鮮
せん

ないわしが入ってますね。脂
あぶら

が乗っておすすめです。

 父 ：じゃあ，いわしを。共子も食べる？

共子：私もください。

 父 ：⑦いわしもどんどん漁獲量が減って，いまや高級魚だね。

大将 ：⑧江戸時代には，たくさんとれたので乾
かん

燥
そう

させて肥料として使われていたら

しいね。

共子：肥料にしてたの？　こんなにおいしいのに食べないなんてぜいたくね。

 父 ：にぎり寿司なんかはもともと江戸の屋台で食べられていたんだよね？

大将：そう，⑨寿司やそばは江戸のファーストフードだったんだよ。

共子 ：今はお寿司はごちそうよ。ねぇお父さん，もし第一志望の中学校に合格でき

たらまたお寿司屋さんにつれてきてね。

 父  ：もちろんだよ，お寿司で合格祝いしよう。今日はその練習だな，大将，ビー

ルおかわり！

共子：もう，飲みすぎには注意してね！
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問１．下線部①の主な原因となった地震の震源地を表すものを，図１中のア～オから１

つ選び，記号で答えなさい。

問２．下線部②に関して，次の図２中のア～ウは，原子力発電所，火力発電所，水力発

電所のいずれかの立地を表したものです。このうち，原子力発電所の立地を表すも

のを１つ選び，記号で答えなさい。

×オ ×エ

×イ

×ウ

×ア

図 １
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図 ２

※ 火力発電所は最大出力200万kW以上。水力発電所は一般水力発電所のうち，最大出力20万

kW以上。

（矢野恒太記念会『日本のすがた2016』より作成）
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問３．下線部③に関して，次の図３中の●は，日本におけるビール工場の立地を表した

ものです。これを見ると，ビール工場は大都市近郊に多く立地していることがわか

ります。後のＡ～Ｃの条件をふまえて，その理由について説明しなさい。

Ａ ．ビールの原料（麦芽・ホップ・水）の重量のうち，最も多くを占
し

めるものは何

かを考えること。

Ｂ．その原料が得られるところを考えること。

Ｃ．工場の立地は，原料や製品の輸送費が大きく関係している点を考えること。

問４．下線部④に関して，次の図４は，まぐろの漁法として最も適したものです。この

漁法を何というか答えなさい。
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●
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●
●
●

●

図 ３

（ビール大手５社ホームページより作成） 

図 ４

（農林水産省ホームページより）
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問５．下線部⑤に関して，大西洋を表すものを図５中のア～エから１つ選び，記号で答

えなさい。

問６．下線部⑥に関して，えびは日本の会社が東南アジアなどで養殖場をつくって育て，

それを輸入することが多いです。その際に，環境破壊が問題となったことがありま

すが，具体的にはどのような環境破壊であるかを簡潔に答えなさい。

問７．下線部⑦に関して，いわしの漁獲量の減少と大きく関係のある水産業の種類を次

から１つ選び，記号で答えなさい。

　ア．沿岸漁業　　　　イ．沖合漁業　　　　ウ．遠洋漁業　　　　エ．海面養殖業

問８．下線部⑧に関して，いわしを乾燥させた肥料を干
ほし

鰯
か

といい，それを農民はお金で

買っていました。このような肥料を何というか答えなさい。

問９．下線部⑨に関して，以下の各問いに答えなさい。

（１）寿司やそばに欠かせない調味料として，醤
しょう

油
ゆ

があります。江戸での醤油の需要が

増えたのを背景に，江戸近郊でも醤油の生産が始まりました。現在でも醤油生産が

さかんな千葉県の都市を１つ答えなさい。

（２）（１）の都市で醤油生産がさかんになった理由として，誤っているものを次から

１つ選び，記号で答えなさい。

　ア．利根川や江戸川の水運を利用できたため。

　イ．原料である塩が，東京湾で生産されていたため。

　ウ．原料である小麦や大豆が，千葉県や茨城県などで多く生産されていたため。

　エ ．もともと清酒などの醸
じょう

造
ぞう

業
ぎょう

がさかんで，その技術をいかすことができたため。

図 ５

ア

イ

ウ

エ
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珎　次の地形図を見て，後の各問いに答えなさい。

ＡＡ

BB

CC

DD
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問１．地形図中の「若宮大路」は，地形図上の長さが７cmでした。実際の距
きょ

離
り

は何ｍ

か答えなさい。

問２．地形図中のＡ～Ｄの地図記号の意味を答えなさい。

問３．この地形図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．地形図中のＪＲ線は，すべて単線である。

　イ．「由比ヶ浜駅」の標高は，約30ｍである。

　ウ．「由比ヶ浜」や「材木座海岸」は，岩場になっている。

　エ．鎌倉市役所と「鎌倉駅」との間には，交番がある。

問４．鎌倉は，源頼朝によって幕府が開かれたことで知られています。源頼朝が鎌倉を

選んだ理由は，三方が山，一方は海と，地形が自然の要
よう

塞
さい

となっているためである

といわれています。それは一方では，外部との交通が不便であると言いかえること

ができます。古くから鎌倉と外部を結ぶ交通路として使われてきたと考えられる地

名を，地形図中から１つ答えなさい。

問５．鎌倉に隣
りん

接
せつ

する三浦半島では，温暖な気候をいかした大消費地向けの野菜栽培が

さかんです。このような農業の形式を何というか答えなさい。

問６．次の図１は，三浦半島で生産がさかんなキャベツ・だいこん・すいかのいずれか

の野菜の都道府県別生産を表したものです。この野菜をキャベツ・だいこん・すい

かの中から答えなさい。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2014年
1,479,000 t

群馬
16.9

愛知
18.1％

千葉
8.77.05.0

茨城神奈川

その他
44.3

図  １

（矢野恒太記念会『日本のすがた2016』より作成）
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玻　次の文章を読んで，後の各問いに答えなさい。

　昨年夏，世界中の視線はオリンピック・パラリンピックの開
かい

催
さい

地，ブラジルのリ

オデジャネイロにそそがれていた。このリオデジャネイロで，1992年，世界の172

か国の代表，そして市民団体などの①非政府組織も含
ふく

め，４万人を超
こ

える参加者に

より開かれた②国連の会議が，「 澆  （国連環境開発会議）」である。この会議

で「リオ宣言」やその後の④京都議定書につながる「気候変動枠組み条約」の採
さい

択
たく

など，５つの文書が合意され，環境問題への取り組みが大きく前進する機会となっ

た。「リオ」は環境問題の取り組みにおけるシンボルとなったのである。

　ここで採択された「アジェンダ21」に盛り込
こ

まれたのが，“Think Globally, Act 

Locally（シンク・グローバリー，アクト・ローカリー）”という標語である。「地

球規模で考え，地域で行動する」という意味のこの言葉は，もとは⑤1960～70年代

のアメリカの市民運動で使われるようになったとされるが，環境問題への取り組み

の指針としてよく知られている。国境を越
こ

えた影
えい

響
きょう

を及
およ

ぼす問題について，身近な

取り組みから行おうというものであり，  澆  をきっかけに，強く意識されるよ

うになった。

　実はこの会議から20年後の2012年，再びリオデジャネイロで環境に関する国連の

会議「リオ＋20」が開かれている。だがこの会議では，新たな宣言が採択された

ものの，⑥先進国と発展途上国の対立によって，具体的な成果は得られなかった。

澆  のような熱気は失われてしまったとも評されている。

　この20年あまりの間に，世界は政治的にも経済的にも，より強く結びついた。一

方で近年，社会の分断をあおるような言動も目立つようになり，さらにそれを熱
ねつ

烈
れつ

に支持する人びとがいることも事実である。自分だけ，自国だけ良ければよい，と

いう考えからぬけ出し，広い視野で物事をとらえ，できることから実行する，“Think 

Globally, Act Locally”の意識が，今この時代にも重要なのではないだろうか。

問１．下線部①に関して，この組織は一
いっ

般
ぱん

に何というか，アルファベット３字で答えな

さい。

問２．下線部②に関して，国際社会の平和と安全を守ることを目的とした，国連の主要

機関を答えなさい。

問３．空らん 澆  にあてはまる語句を答えなさい。
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問４．下線部④に関して，この説明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 ． 温暖化防止のための取り決めであり，温室効果ガスの排出を制限する内容で

あった。

　イ ．先進国には温室効果ガスの削
さく

減
げん

義務があったが，発展途上国には削減義務がな

いことに，アメリカは強く反発していた。

　ウ ．京都議定書の発効により，各国は温暖化防止のための努力を進め，日本は発効

以降，一貫して温室効果ガスの排出量を減らし続けている。

　エ ．京都議定書の枠
わく

組
ぐ

みには期限があり，2020年からは新たな枠組みであるパリ協

定に移行することが決まっている。

問５．下線部⑤に関して，この時期のアメリカと日本との関係について述べた文として，

正しいものを次から１つ選び，記号で答えなさい。

　ア ．アメリカの主導で，第二次世界大戦終結のための講和条約が日本と連合国48か

国との間に結ばれ，これによって日本は国際社会への復帰を果たした。

　イ ．日本の自動車産業が成長してアメリカへの輸出が増加すると，アメリカ製の自

動車の売れ行きが落ちたため，いわゆる貿易摩擦が生じた。

　ウ ．アメリカは朝鮮戦争をきっかけに，日本に対して警察力の増強を要
よう

請
せい

し，自衛

隊のもととなる警察予備隊が創設された。

　エ ．ドルに対して円の価値が低く，アメリカへの輸出が増加したことも要因の一つ

として，日本は目覚ましい経済成長を遂
と

げたが，石油危機により終わりをむかえた。

問６．下線部⑥に関して，先進国と発展途上国の間の経済格差の問題は，その地理的な

特徴から何というか，漢字４字で答えなさい。
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珀　次の図を見て，後の各問いに答えなさい。

問１．このカードに記
き

載
さい

されている個人番号を一
いっ

般
ぱん

に何というか， カタカナで答えなさい。

問２．この番号の通知とカードの発送を担当する省庁を次から１つ選び，記号で答えな

さい。

　ア．国土交通省　　　　イ．総務省　　　　ウ．厚生労働省　　　　エ．法務省

問３．図中の空らん癬には，この制度を広めるためのキャラクターの顔が入ります。そ

のキャラクターを次から１つ選び，記号で答えなさい。

問４．この制度の導入にあたり，国民からは不安や心配の声もあがっていました。どの

ような不安や心配が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）

表面 裏面

Ａ

ア イ ウ エ
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