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注意事項

受験番号 氏　　　名

　 　

●　試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。

●　この問題冊子は，全9ページあります。

●　解答用紙は，問題冊子の中にはさんであります。試験開始の合図がありましたら，解答用

紙を取り出してください。

●　解答はすべて解答用紙の決められた欄
らん

に記入してください。

●　試験中に質問がある場合は，手を挙げて監
かんとく

督者に知らせてください。

●　試験終了
りょう

後，監
かんとく

督者の指示にしたがって問題冊子と解答用紙を提出してください。

●　問題冊子および解答用紙に，受験番号・氏名を記入してください。
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1□  次の縮尺 2万 5千分の 1の地形図に関して、あとの問いに答えなさい。

問 1　この地形図は、ある都市の一部を示しています。この都市が位置する平野の名を漢字で

答えなさい。

（平成18年国土地理院発行　 2万 5千分の 1地形図　「酒田北部」）
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問 2　地形図にある都市の雨温図としてふさわしいものを次から 1つ選び、記号で答えなさい。

問 3　地形図にある都市が属する県の伝統工芸品としてふさわしいものを次から 1つ選び、記

号で答えなさい。

ア　輪島塗　　　　イ　益子焼　　　　ウ　十日町つむぎ　　　エ　天童のしょうぎの駒

問 4　地形図の北東部にある地域には水田が広がっています。この都市が属する県でもっとも

生産量が多い米の品種を次から 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　ひとめぼれ　　イ　はえぬき　　　ウ　ゆめぴりか　　　　エ　コシヒカリ

問 5　地形図の の部分は、地図上での長さが2.5cmになります。実際の距離は何mにな

るか、答えなさい。

　　ア

　　ウ

　　イ

　　エ

ア

ｍｍ ℃

ウ

ｍｍ ℃

イ

ｍｍ ℃

エ

ｍｍ ℃
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問 6　次の図は、地形図中の の地域を拡大したものです。この図の中にある施設につい

て、以下の問いに答えなさい。

 （1）この施設では、風の力で風車を回して発電しています。このように風や太陽光・水力な

ど自然の力を利用したエネルギーのことを何というか、答えなさい。

 （2）次の表は、日本の発電量を示しています。表のア～エは、風力、水力、地熱、原子力の

いずれかの発電量にあてはまります。風力による発電量を表中から 1つ選び、記号で答え

なさい。

問 7　この地形図について説明している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　海岸沿いには針葉樹林や畑、果樹園が多くみられる。

イ　南西部にあるゴルフ場の近くや「北千日堂前」に老人ホームが建てられている。

ウ　「さかた」駅から見ると、東側に建物が多く集まり、ここが市の中心部となっている。

エ　水田が広がっている「東野」は、まわりより標高が10m以上も高い場所にある。

年 火力 ア イ 太陽光 ウ エ 合計
1970 274,782 80,090 4,581 - - 85 359,538
1980 401,967 92,092 82,591 - - 871 577,521
1990 557,423 95,835 202,272 1 - 1,741 857,272
2000 669,177 96,817 322,050 - 109 3,348 1,091,500
2010 771,306 90,681 288,230 22 4,016 2,632 1,156,888
2014 955,352 86,942 - 3,808 5,038 2,577 1,053,717
2015 908,779 91,383 9,437 6,837 5,161 2,582 1,024,179

（会計年度　単位：百万kWh）

（「日本のすがた2018」より）
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2□  次の年表をみて、以下の問いに答えなさい。

年 で　き　ご　と

723年 ①三世一身の法が出される

894年 ②遣唐使が停止される

1221年 ③承久の乱がおこる

1637年 ④島原・天草一揆がおこる

1873年 ⑤地租改正条例が公布される

1950年 ⑥ＧＨＱが警察予備隊の設置を日本政府に命じる

問 1　下線部①について、以下の問いに答えなさい。

 （1）この法令を出した天皇を次から 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　桓武天皇　　　　イ　元正天皇　　　　ウ　後醍醐天皇　　　　エ　推古天皇

 （2）この法令が出された時代と同じ時代の史料としてふさわしいものを次から 1つ選び、記

号で答えなさい。

ア　一、いろいろな座の特権、座のいろいろな税などは、すべて免除する。

  一、  他国からやってきてここに住むようになった商人は、もともと住んでいた者とす

べて同様であり、誰もさまたげてはならない。

イ　私は、ほかの人と同じように耕作しているのに、ぼろぼろの服を着て、かたむいた家

に住んでいる。かまどには火の気もなく、米を蒸すこしきには、くもの巣がはってい

る。きりつめて生活しているのに、里
さとおさ

長は、むちをかたてに戸口まであらわれて、お

どして税をとろうとする。

ウ　領主様に木材を納めるのがおくれていることですが、地頭が都の警備で京都にのぼる

とか、あるいは近所で仕事があるとかで、その都度農民が地頭のところに人夫として

駆り出されるので、そのつとめをする暇がないのです。

エ　一、  新しく城を築くことを固く禁止する。また、修理するときであっても必ず幕府に

報告すること。

  一、大名は、幕府の許可なく結婚してはならない。



5＜　　＞

001

問 2　下線部②について、以下の問いに答えなさい。

 （1）遣唐使の停止を天皇に提案した人物を漢字で答えなさい。　

 （2）遣唐使が停止された後、10世紀～12世紀ごろにかけて、日本独自の文化が花開きました。

この文化を何というか、漢字で答えなさい。

 （3）上記（2）の時期に建てられた建築物を次から 1つ選び、記号で答えなさい。

問 3　下線部③について、以下の問いに答えなさい。

 （1）この乱をおこした朝廷側の中心人物を漢字で答えなさい。

 （2）この乱の説明としてふさわしくないものを次から 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　3 代将軍源実朝が暗殺されたことをきっかけにおこった。

イ　初代将軍の妻であった北条政子が御家人に団結を訴えた。

ウ　この乱の後、朝廷は鎌倉に六波羅探題をおいて幕府を監視した。

エ　幕府の勢力は西日本までおよぶようになり、勢いが強まった。

ア

ウ

イ

エ
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問 4　下線部④について、以下の問いに答えなさい。

 （1）この一揆がおこった場所を次から 1つ選び、記号で答えなさい。

 （2）この一揆の中心地である原城跡は、2018年に登録された世界文化遺産の構成遺産の一部

です。登録を行う委員会が所属する機関を次から 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　ＩＡＥＡ　　　　　　　　　　　  イ　ＷＨＯ　　　

ウ　ＵＮＩＣＥＦ（ユニセフ）　　　　エ　ＵＮＥＳＣＯ（ユネスコ）

ア
イ

ウ

エ
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問 5　下線部⑤について、以下の問いに答えなさい。

 （1）この政策の説明としてふさわしいものを次から 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　江戸時代までの年貢と違い、米の豊作や凶作などに左右されないため、政府の税収が

安定した。

イ　土地の値段の 3％を耕作者が現金で納めるため、農民にとっては江戸時代よりも負担

が増加した。

ウ　地租改正反対一揆がおこり、政府はやむなく25％から 3％に税率を下げたことから、

「竹槍でドンとつき出す二分五厘」といわれた。

エ　地券とよばれる土地所有の確認証には、土地の所有者・地価・どの藩の武士の所有地

か、などが記されている。

 （2）この時期と同じころの次のできごとを、年代の古い順に並べ替えなさい。

ア　西南戦争　　　　イ　徴兵令の発布　　　　ウ　廃藩置県　　　　エ　版籍奉還

問 6　下線部⑥について、ＧＨＱが警察予備隊の結成を命じた理由は何ですか、当時の国際情

勢をふまえて説明しなさい。
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3□  次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

現在の日本では、少子化とともに高齢化が急速に進んでいます。高齢者の増加は①社会保障

費の増大につながり、②財政への影響が大きくなるため、医療費をおさえるなどの対策が進め

られています。必要となる費用を国民全体で負担して支えていくことも大切です。2019年10月

には、③消費税の税率引き上げが予定されています。

2016年には④出生数が初めて100万人を割りこむ一方で、死亡数が130万人と出生数を上回り

ました。今後はますます人口が減っていくことが予想されています。少子化への対策が進めら

れる中でも、子どもを預ける保育の受け皿は不足しています。都市部を中心に、⑤保育所に入

れない子どもの数が多いため、政府は保育所の数を増やしたり、保育士として働く人の待遇を

改善するなどの対策を進めています。

人口の減少は都市部より地方で急速に進んでいます。都道府県別では秋田県、福島県、青森

県の人口減少率が高くなっています。人口の減少が大はばに進んだ地域では、⑥経済活動が停

滞し、その地域での生活を成り立たせることが次第に難しくなる過
か

疎
そ

化が進行しています。そ

のため、地域での生活に必要な公共サービスを効率的に守っていく取り組みも求められていま

す。

問 1　下線部①について、以下の問いに答えなさい。

 （1）社会保障のための制度は、日本国憲法で定められている「すべて国民は、健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利」に基づいています。この権利のことを何というか、漢字で

答えなさい。

 （2）社会保障に関わる仕事をおこなっている省庁としてふさわしいものを次から 1つ選び、

記号で答えなさい。

ア　経済産業省　　　　イ　総務省　　　　ウ　法務省　　　　エ　厚生労働省

問 2　下線部②について、以下の問いに答えなさい。

 （1）国の財政は国会が議決した予算に基づいておこなわれます。次の文は、日本国憲法第86

条の条文です。〔　　〕にあてはまることばを漢字で答えなさい。

〔　　〕は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審
しん

議
ぎ

を受け議決を経
へ

なければならない。
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 （2）次のグラフは、2018年度一般会計歳出の主要経費割合を示したものです。グラフ中のＸ

は、地方公共団体の収入の格差を少なくするための費用があてはまります。この費用のこ

とを何というか、答えなさい。

問 3　下線部③について、以下の問いに答えなさい。

 （1）消費税の税率は何％に引き上げることが予定されていますか。数字で答えなさい。

 （2）消費税は政府の税収入を安定させる一方で、短所もあるといわれています。消費税の短

所とされる点を説明しなさい。

問 4　下線部④について、2016年の合計特殊出生率（一人の女性が生む子どもの数の平均）を

次から 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　1.04　　　　イ　1.44　　　　ウ　　1.94　　　　エ　2.24

問 5　下線部⑤について、このような子どものことを何というか、漢字で答えなさい。

問 6　下線部⑥について、どのような問題がおこるのか具体的に説明しなさい。

以下余白

社会保障関係費
33.7

国債費
23.8

公共事業関係費

その他
9.9

文教及び科学振興費 防衛関係費

Ｘ
15.7 6.1 5.5 5.3




