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（注意） 

１． 問題冊子及び解答用紙は指示があるまで開かないこと 

２． 問題は【１】～【４】、解答用紙は別紙 

３． 試験開始後、問題冊子表紙・解答用紙に受験番号を記入すること 

４． 試験終了後、問題冊子・解答用紙ともに回収 
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【１】次の各問いに答えなさい。 

（１）世界における多様性に関する次の問いに答えなさい。 

問．ヨーロッパ在住のトムと日本在住の太郎の会話文の空欄（①）～（⑥）に当てはまる数字、語句を答えなさ 

い。なお、（②）は２４時間制で答えること。同じ番号には同じ語句が入ります。 

トム：２０２１年８月、日本でスポーツの国際大会が開催された。僕は新聞社の取材で日本へ行ったよ。 

太郎：僕は海外から選手が参加するので、国際理解を深めるために様々な国や地域の地理、宗教、人種などに

ついて勉強した。日本から遠く離れた国や地域の選手は長時間の移動が必要だし、日本の夏は気温が高

いから体を慣らすのが大変だったようだ。 

トム：僕の国は東経１５度に位置しているので、日本との時差は（①）時間になる。 

太郎：トムが搭乗した航空機が現地を８時に離陸した時、日本時間は（②）時だ。 

トム：遠距離だったけど（③）を超えることはなかった。 

太郎：テレビ局の取材でロサンゼルスから来日したテディは（③）を越えてくるから日付を１日進めなくては

いけないから大変だと言っていた。 

トム：テディは選手の活躍だけでなく、日本文化を自国に紹介することも取材の目的としていたから、日本各

地を旅していた。岐阜県の白川郷、京都の清水寺、三重県の伊勢神宮、鹿児島県の屋久島などへ行き、 

日本の伝統的な建築、宗教、自然環境などについて取材をして、ロサンゼルスに紹介していた。 

太郎：日本に住んでいると気にしなかったけど、日本人は初詣や七五三で神社やお寺へ行き、１２月にクリス

マスを祝っている。海外の人々はこのことを知ると驚いていた。 

トム：日本は海外の文化などを受け入れ、調和させてきたと聞いたことがある。僕の国はキリスト教を信仰し

ているけど、東南アジアに位置するタイは（④）を信仰している。 

太郎：日本はあいさつをするときにおじぎをするけど、タイは手を合わせる。異なる文化を知ることは他者を

理解するきっかけになる。 

トム：アメリカ合衆国のキング牧師の演説に「私には夢がある。いつの日か、私の幼い４人の子どもたちが、

肌の色ではなく、人格の中身によって評価される国で暮らすという夢が。」という一文がある。かつて

アメリカ合衆国はアフリカから多くの人を（⑤）として連れて来た。１８６５年に（⑤）制を廃止した。

現在アフリカ系で活躍する人々は増えているが差別や格差は残っている。 

太郎：学校の授業でアメリカ合衆国やオーストラリアは（⑥）社会、カナダは（⑥）主義など（⑥）をキーワ

ードに差別や格差をなくすための活動をしていると学習した。今回の大会は（⑥）について考えるきっ

かけになったと思う。 

 

（２）世界の国々や地域おける課題やそれに対する取り組みに関する次の問いに答えなさい。 

問１．経済格差是正のために導入されているシステムに生産者の労働に見合った価格で農産物を買い入れると

いうものがある。これを何というか。次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．プランテーション   イ．フェアトレード   ウ．モノカルチャー   エ．ＯＤＡ 

問２．サハラ砂漠の南側の地域は砂漠化が問題になっている。この地域を何というか。次の中から１つ選び、

記号で答えなさい。 

ア．オアシス   イ．サヘル   ウ．ＡＵ   エ．フィヨルド 

問３．世界の様々な箇所に震源地があり、地震を発生させる。震源地が海底の下のときには海底が上下して発

生する現象は何か。次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．ヒートアイランド現象   イ．やませ   ウ．モンスーン   エ．津波      
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問４．インドやブラジルなど産業の発展している国では労働条件のととのわない賃金の安い仕事に就く人々が

いる。そのような人々は河川敷などに住環境の悪い地域を形成することがある。このような地域を何と

いうか。次の中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．フォッサマグナ   イ．パンパ   ウ．スラム   エ．セルバ 

 

（３）日本の国土は北と南で様々な違いがある。これに関して、大学生の次郎と花子がそれぞれ違う方面へ旅行

に行きました。後日、出会った２人は旅行の感想を語り合いました。次の会話文を読み、空欄（①）～（⑤）

に当てはまる語句を次の中から選び、記号で答えなさい。同じ番号には同じ記号が入ります。 

 次郎：僕はダイビングをするために＜図１＞の与那国島へ行ってきたよ。 

 花子：私は温泉とスキーを楽しむため（①）にあるカルルス町へ行ってきたよ。 

 次郎：カルルス町は聞いたことがないな。（①）のどのあたりに位置するのかな。 

 花子：洞爺湖と登別の間に位置しているよ。次郎が行った与那国島は何県なのかな。 

 次郎：（②）だよ。＜図１＞を見てごらん。製糖工場があるよね。（②）は（③）の栽培が盛んなことで知られ

ている。＜表１＞の（Ａ）には（②）が当てはまるよ。 

 花子：私が行ってきたカルルス町はスキー場があるくらいだから標高が４００メートルから５００メートル級

の山に囲まれていたけど、与那国島はそこまで標高は高くないね。 

次郎：標高は高くなくても、傾斜が急なところもあるから、平たんな地形とは言えない。＜図１＞と＜図２＞

はどちらも縮尺（④）の地形図だから、比較してみると色々な違いを知ることができる。 

花子：日本は地方により地形や農産物などで様々な違いがあるね。次の旅行は（②）へ行ってみようかな。 

ところで、＜図１＞にある   は何を意味する地図記号かな。 

次郎：（⑤）を意味している。製糖工場など様々な施設を動かすのに欠かせない。 

花子：地形図を持って旅行してみたら、もっと色々な発見が出来そうだわ。 

 

ア．さとうきび    イ．小麦     ウ．２万５千分の１     エ．徳島県 

オ．北海道      カ．りんご    キ．５万分の１       ク．発電所 

ケ．沖縄県      コ．市役所    サ．病院          シ．畑 
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＜図１は国土地理院発行の地形図で「与那国島」。縮尺は作問の都合上、記載していない。＞ 

 

＜図２は国土地理院発行の地形図で「カルルス温泉」。縮尺は作問の都合上、記載していない。＞ 

＜表１＞（③）の産地（2017年）『日本国勢図会2019／20』 

県 名 収穫量（ｔ） 対全国比（％） 

（Ａ） ７６８，９００ ５９．３ 

鹿児島県 ５２８，５００ ４０．７ 

全 国 １，２９７，４００ １００．０ 

 

＜図１＞ 

＜図２＞ 
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（４）下の地図における①～⑤はそれぞれ日本の県のいずれかである。これを用いて次の各問いに答えなさい。 

 

 

 

      

  

 

① 

④ 

⑤ 

② 

③ 
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問１．①は眼鏡フレーム（枠）づくりが地場産業となっていることで知られている。県名を下から１つ選び、記 

号で答えなさい。 

ア．福岡県   イ．福井県   ウ．福島県 

問２．北、西、南が海に面している②の県に関する説明文ア～エのうち、正しいものを１つ選び、記号で答えな

さい。 

  ア．広島県と鳥取県に隣接している。    

  イ．周防灘に面している。     

  ウ．中京工業地帯がある。 

エ．軽井沢が避暑のため別荘地になっている。 

問３．③の南部の沿岸部はリアス海岸で知られている。③と滋賀県の間に位置するのは（Ａ）である。（Ａ）に当 

てはまる語句を下から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．鈴鹿山脈   イ．六甲山地   ウ．アルプス・ヒマラヤ造山帯   エ．横手盆地 

問４．江戸時代、俳諧で有名な松尾芭蕉の作として知られる「五月雨
さ み だ れ

を集めて早し最上川」に出てくる最上川は 

今も④を流れている。最上川下流には（Ｂ）が広がっており、穀倉地帯として知られている。（Ｂ）に当 

てはまる語句を下から１つ選び、記号で答えなさい。 

  ア．庄内平野   イ．十勝平野   ウ．津軽平野 

問５．⑤は関東地方に位置する県である。⑤の県庁所在地を答えなさい。なお、この県は海に面していない。 
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【２】次の年表を見て、各問いに答えなさい。 

 

１２１９  ３代将軍（ ａ ）が殺される 

１２３２  （ ｂ ）が制定される 

１２７１  モンゴルが国号を（ ｃ ）と定める 

１３３４  ｄ建武の新政が始まる 

１４０４  ｅ勘合貿易が始まる 

 

問１．空欄（ａ）は誰か。漢字で答えなさい。 

問２．空欄（ｂ）に当てはまる語句は何か。漢字で答えなさい。 

問３．空欄（ｃ）に当てはまる中国の王朝は何か。漢字で答えなさい。また、この後、２度にわたり日本を襲来

したが、下の写真の作品名は何か。漢字で答えなさい。 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

問４．下線部ｄについて、この政治を始めたのは誰か。漢字で答えなさい。 

問５．下線部ｅについて、この貿易を始めたのは誰か。漢字で答えなさい。また、この貿易の輸出品を下から１

つ選び、記号で答えよ。 

  ア．生糸  イ．銅銭  ウ．硫黄  エ．陶磁器 

問６．次の文章を読んで、空欄（①）～（⑥）に当てはまる語句を、次の中からそれぞれ記号で答えなさい。同

じ番号には同じ記号が入ります。 

  源平の争乱の前後に、浄土信仰の教えを徹底することを目指した法然は、「（①）」と念仏を唱えれば、誰でも 

 極楽浄土に生まれ変われると説いて（②）を開き、また、弟子の（③）は、救いを信じる心を起こすだけで救 

 われると説き（④）を開きました。 

  一方、日蓮は、（⑤）こそが真の教えで、（⑤）の題目である「（⑥）」を唱えれば、人も国家も救われると説 

 き、日蓮宗を開きました。 

  ア．時宗   イ．親鸞   ウ．法華経   エ．浄土真宗   オ．南無阿弥陀仏 

  カ．道元   キ．栄西   ク．浄土宗   ケ．神仏習合   コ．南無妙法蓮華経 
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【３】次の年表を見て、各問いに答えなさい。 

 

    １８７４  ａ民撰議院設立建白書が出される 

    １８９４  ｂ日清戦争がおこる 

    １９０４  ｃ日露戦争がおこる 

    １９１０  ｄ韓国を併合する         

 

問１．下線部ａについて、当時の政府に対して、何を要求しましたか。漢字２字で答えなさい。 

問２．下線部ｂについて、後の問いに答えなさい。 

①この戦争によって、日本が得た遼東半島は清に返還されたが、その理由を簡単に説明しなさい。 

 但し、［ ロシア ］という用語を必ず使用すること。 

②この戦争によって得た賠償金の使い道で１番多い使い道は何か。下から選び、記号で答えなさい。 

  ア．皇室財産  イ．教育基金  ウ．軍備拡張費   

問３．下線部ｃについて、この戦争によって賠償金を得られないことが分かると、国民は激しく政府を攻撃し、

東京では暴動にまで発展しました。この暴動は何か。漢字と平仮名を使って答えなさい。 

問４．下線部ｄについて、併合した後、設置された官庁とは何か。漢字５字で答えなさい。 

問５．次の文章を読んで、空欄（①）～（⑤）に当てはまる語句を、次の中からそれぞれ記号で答えなさい。ま

た、下の写真の作品名は何か。漢字で答えなさい。 

  明治時代、日本の伝統的な美術は、アメリカ人（①）らによって見直された。（①）に学んだ岡倉天心は日本 

 美術のすばらしさを海外に広め、（②）らと日本画の発展に努めました。一方、欧米文化を受け入れる動きも進 

み、絵画では（③）らが、彫刻では高村光雲・荻原守衛らが、欧米諸国から最新の表現方法を学び日本に広め 

ました。 

  学問では、１９世紀末には世界的に評価される人物も登場しました。赤痢菌発見の（④）、黄熱病研究の（⑤） 

 などが活躍した。 

 

 ア．横山大観  イ．夏目漱石  ウ．北里柴三郎  エ．黒田清輝  オ．フェノロサ 

 カ．樋口一葉  キ．野口英世  ク．長岡半太郎  ケ．志賀潔   コ．ル
（ロ）

ーズベルト 
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【４】次の文章を読んで、各問いに答えなさい。 

①Ａ．憲法に基づいて政府をつくり、政治権力を制限して人権を保障するという考え方を（①）といいます。こ

の考え方のもとでは政治は人の支配ではなく、（②）の支配に基づいて行われる必要があります。憲法は

国の最高法規ですが、憲法に違反する法律や命令でも、効力をもつものがあります。 

 Ｂ．日本国憲法は、国民主権、（③）の尊重、平和主義の三つの基本原則から成り立っています。また、憲法は、

国家の一員として果たすべき国民の義務を定めており、それは、子どもに普通教育を受けさせる義務、勤

労の義務、納税の義務です。 

②Ａ．職業に就いて働くことは、自分や家族の生活を維持し、精神的にも充実した生活を送るうえでとても大切

です。そこで日本国憲法は、（④）の権利を保障しています。また、労働者は、やとい主である使用者に

対して弱い立場にあるため、憲法は、団結権、団体交渉権、団体行動権（争議権）を保障しています。こ

れらの権利を（⑤）といいます。 

 Ｂ．国の政治のあり方を最終的に決める力が国民にあることを、国民主権といいます。今日では多くの国で、

国民主権の考え方のもと、国民または国民によって選ばれた代表者が、政治を行うという（⑥）がとられ

ています。（⑥）には、国民が直接話し合いに参加する直接民主制と、国民が選挙で選んだ代表者が議会

をつくり、物事を話し合って決める間接民主制があります。 

③Ａ．国の行政に責任をもち、全体をまとめているのが内閣です。内閣が信用できず、行政を任せられないと考

えるときには、衆議院は（⑦）の決議を行います。（⑦）の決議が可決されると、内閣は30日以内に衆議

院の解散を行うか、内閣総理大臣（首相）だけが辞職しなければなりません。 

 Ｂ．裁判は慎重に行う必要があります。そこで、同一の事件について 3 回まで裁判を受けることができます。

このことを（⑧）といいます。また、裁判は、公正に行われなければなりません。そのための原則が司法

権の独立であり、これは、国会や内閣が裁判所に圧力をかけたり、干渉することができるという原則です。 

④Ａ．私たちが消費している財やサービスの多くは、企業によって生産されたものです。企業の多くは、より大

きな（⑨）を得ることを目的として、自由に設立できる私企業（民間企業）です。このほかに、国や地方

公共団体の資金で運営される公企業があります。（⑨）ではなく、公共の目的のために活動する公企業が

中心になった経済を、資本主義経済といいます。 

 Ｂ．ある商品の需要量（消費者の買う量）が供給量（生産者の売る量）を上回っているときは、その商品の価

格は上がります。逆に、ある商品の供給量が需要量を上回っているときは、その商品の価格は下がります。

こうした価格の変化は、需要量と供給量が一致すると収まります。このように需要量と供給量一致し、生

産者も消費者も希望通りに取引できるときの価格を（⑩）といいます。 

 

問１．空欄（①）～（⑩）に当てはまる語句を答えなさい。同じ番号には同じ語句が入ります。また、空欄はす

べて漢字で答えなさい。 

問２．上記の①～④のＡとＢの二つの文中の下線部について、ＡとＢがともに正しい場合にはアを、Ａが正しく 

Ｂが誤りの場合にはイを、Ａが誤りでＢが正しい場合にはウを、ＡとＢがともに誤りの場合にはエを、そ 

れぞれ答えなさい。 

問３．産業や科学技術の進展など社会の変化にともなって「新しい人権」が主張されるようになりました。「新し

い人権」にはどのような権利があるでしょうか。２つ答えなさい。順序は問いません。 

 

 

 

 

 


