
平成31年度

国府台女子学院中学部

第二皿人試

社 会

［注 意］

(30分）

1. この問題は「始め」の合図があるまで開いてはいけません。

2. 受験番号は解答用紙の決められたところにはっきりと書いてください。

3. 問題を読むときに、 声を出してはいけません。
ふせんめい

4. 印刷が不鮮明でわからない場合や、 その他わからないことがあった場合には、

だまって手をあげ、 先生にたずねてください。

5. 答えは、 すべて解答用紙に記入してください。

6. 解答は、 適切な漢字をもちいて記入してください。



田以下の2人の会話を読んで， 問題に答えなさい。

平田：もうすぐ中2も終わりね。この1年間，どんなことあったっけ？
しんど おおじしん

井上： 6月にはおじさんが住んでいる大阪で震度6弱の大地震があったわ。
平田： 地震と言えば， 9月に(A)北海道でも震度7の大地震があったね。電気がほとんど消えちゃ

こわ

うブラックアウトつでl布いよねぇ。
井上： 8月には沖縄県知事が亡くなったわ。その後の 県知事選挙は，(B)米軍基地の間題をめぐっ

て争われたね。
平田：10月には研修旅行で中部 地方に行ったね。楽しかった一。
井上：(C)愛知県の明治村と(D)犬山城へ行ったよね。犬山城のすぐ 下を(E)木曽川が流れてい

て，景色も きれいだった。
ないく；；

平田：次の日は伊勢神宮の内宮へ行って，近くを散策しながら赤福を食べたね3

井上：翌日の午前中は志摩半島の鳥羽湾クルー ズをしたけど，(F)晴れて暖かく 風が気持ち良か
しんじゅしま

ったなぁ。水族館や(G)真珠島もあったね。
にんてい

平田：年末には，(H)男鹿半島のナマハゲがユネスコの（ あ ） に認定されたね。(I)秋田県っ
てどんなところなんだろう。

井上：私は9月に行ったよ。秋田新幹線「こまち」号の後ろに北海道新幹線「はやぶさ」号が連結さ
はな

れてた。でも，（ い ）駅で切り離されちゃった。その後は， 日本で水深が最も深い
も よ ぶ けやしき

（ う ）の最寄り駅や，武家屋敷で有名な角館駅など に停まって，終点の秋田駅に着いた
わ。

平田：秋田には（ え ）という有名なお祭りがあるよね。
井上：そう，資料館には子供用の小さいものも展示されていたわ。

(1)空らん（あ）～（え）にあてはまる語句を， それぞれア～エから1つ選び，記号で答えなさい。
ぁ ァ．廿t界自然遺産 イ．世界複合遺産 ウ． •世界文化遺産 工．無形文化遣産
い ア． 仙台 イ．高崎 ウ． 福島 工．盛岡
う ア．猪苗代湖 イ．支笏湖 ウ．田沢湖 エ．十和田湖

かんとう はながさ

ぇ ァ．竿燈まつり イ．七夕まつり ウ．ねぶたまつり エ．花笠まつり

いぶり

(2)下線部(A)について， 大きな被害があった胆振地方はどこか。地図中のア～エから1つ選び，
記号で答えなさい。

ク

嘉

／ぷ

¢
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(3)下線部(B)について， 日本にある米軍基地の何％が沖縄に存在しているか。 正しいものを次

から1つ選び， 記号で答えなさい。

ア． 約2 6% イ． 約49% ウ． 約74% エ． 約9 1 %

しゅっかがく

(4)下線部(C)について， 次の表は自動車の都道府県別出 荷額を示したものです。 愛知県が第

1位である理由を簡潔に答えなさい。

順位 都道府県名 出荷額（億円）

1 愛知県 61,414 

2 福岡県 25,685 

3 神奈川県 22,182 

4 広島県 17,770 

5 静岡県 16,225 

経済産業省「平成29年工業統計表」より作成

ほか

(5)下線部(D)の天守閣は国宝に指定されています。 国宝に指定されている天守閣は他にもあり，

次のI · IIの文は， その天守閣について述べたものです。 それぞれの空らんにあてはまる語句

を答えなさい。
ころ

I 松江城天守閣は， 江戸時代初期に建設された。 同じ頃， 大量の銀を産出して世界的に
いせき

知られた（ ）銀山の遺跡も同じ県内にある。

II 姫路城天守閣は（ ）県にある。 この県 は四国と橋で結ばれ， 但馬牛の生産が盛ん

である。

(6)下線部(E) の上流から取水して知多半島へ水を送る用水は何か， 答えなさい。

(7)下線部(F)について， 次のア～工の雨温図は， 札幌， 富山， 鳥羽， 那覇のいずれかのもので

す。 鳥羽の雨温図を選び， 記号で答えなさい。

ァ イ ウ 工
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気象庁ホ ー ムページより作成

-2-



ようしょく

(8) 下線部(G) の近海では真珠の養 殖 が盛んです。 次のア～工は養殖の産品と主要養殖場の組

み合わせです。罠�ぬゑふ巫を1つ選び， 記号で答えなさい。
かき

ア ． 牡蠣 ー 広島湾 イ ． 金魚 ー 大和郡山
まだ い

ウ ． イセエビ ー 有明海 工 ． 真鯛 一 宇和海

かんたく めいしょう

(9)下線部(H)の大潟村は， 日本で2番目に広かった湖を干拓してできた村です。 その湖の名称

を答えなさい。

しゅうかくりょう

(10)下線部(I) では米の生産が盛んです。 次のア～工の都道府県のうち， 米の収穫量が上位3

位までにふ�ぬぶ＠を1つ選び， 記号で答えなさい。
ア ． 秋田県 イ ． 岩手県 ウ ． 新潟県 エ． 北海道

図次の文章を読み， 問いに答えなさい。

おとず

中学3年生の陽子さんは， 修学旅行で奈良県と京都府を 訪 れました。
1日目， 京都駅に降り立った陽子さんたちは， バ スで(A)大阪府を通り， 奈良県に向かいました。

とちゅう きょだい

その途中 ， 大きな古墳の横を通りました。 近畿地方には，(B)巨大な古墳が多く存在しています。
奈良県に入ると，(C)聖徳太子（厩戸皇子）が創建し， 現存する世界最古の木造建築寺院である

えいきょう

（ あ ）を訪れました。 この寺院に残る飛鳥時代の文化財からは，(D)中国など海外の影響が
感じられます。

-んりゅう きょだい ほか

2日目には， 午前中に(E)聖武天皇が建立 した東大寺を見学しました。 巨大な大仏の他にも，
すぐ

正倉院や(F)南大門の金剛力士像など， 優れた文化財を見ることができました。 午後は京都府に移
動し， 金閣寺（鹿苑寺）を訪れました。 ここは， もともと(G)室町幕府の3代将軍である（ い ） 

べっそう かがや

の別荘だったところで， 黄金に輝く建築が人気を集めています。

3日目は， 班ごとに京都市内の名所を自由に見て回ることになりました。 陽子さんの班は， 幕末の
しせき めぐ

出来事にゆかりのある史跡を巡ることにしました。 まず， 二条城を訪れ， 江戸幕府15代将軍の
しょはん ごしょ

（ う ）が， 諸藩の大名に大政奉還を告げた大広間を見学しました。 次に， 京都御所に向かいま
した。 この京都御所には江戸時代まで天皇が居住していましたが，(H)明治時代以降は天皇は東京
に移り住んでいます。 その後， 陽子さんたちは，(I)土佐藩出身の坂本龍馬が暗殺された店があった

もど

道を通って， 宿舎に戻りました。
最終日である4日目は， 最初に三十三間堂を訪れました。 ここは， 後白河上皇が(J)平清盛に命

じてつくらせた寺院です。 続いて， 西本願寺を参拝し， 書院を拝観しました。 この書院は，(K)豊
臣秀吉と徳川家康の居城であった伏見城から移築されたものだという説もあります。 西本願寺では法
要を営んでいただき， 心を落ち着けて今回の修学旅行を締めくくることができました。
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(1)文中の空らん（ あ う ）にあてはまる語句を答えなさい。

ばんこく かいさい

(2)高度経済成長期の1970年， 下線部(A)で万国博覧会が開催されました。 高度経済成長
ことがら

期の事 柄の説明として正しいものを， 次のア ～ エから1つ選び， 記号で答えなさい。
ふきゅう せんたくき

ア ． 家電製品が普及し， 電気洗濯機・電気冷蔵庫・ラジオが「三種の神器」として人気を

集めた。

イ ． 九州新幹線が開通し， 都市間の移動が容易になった。

ウ ． 熊本県で水俣病， 三重県で四日市ぜんそくが発生するなど， 公害が問題となった。

エ ． 専業農家が急増し， 農村の過密化が進んだ。

(3)下線部(B)に関して， 次の問いに答えなさい。

① 日本で最も大きな古墳を答えなさい。

② 現在， ①の古墳を管理している省庁を答えなさい。

(4)下線部(C)の人物がおこなった事柄として襲2ll翠送忍}を， 次のア ～ エから1つ選び， 記

号で答えなさい。

ア ． 冠位十二階の制度を定めた。

イ ． 大宝律令を制定し， 国の仕組みを整えた。
はけん

ウ ． 小野妹子を遣隋使として派遣した。
もと

工 ． 蘇我馬子と協力して， 仏教に基づいた政治を目指した。

(5)下線部(D)に関して， 日本と中国に関する事柄として罠2:£松ゑふ＄筏:' 次のア ～ エから1

つ選び， 記号で答えなさい。
しゅうらい

ア ． 鎌倉時代， 北条時宗が執権のときに， 2度にわたって元の襲来があった。

イ ． 江戸時代， 日本と清は通信使をやり取りし， 対馬藩を通して貿易がおこなわれた。
しょうとつ

ウ. 1937年， 慮溝橋での両軍の衝突をきっかけに， 日中戦争が始まった。

エ. 1972年， 田中角栄首相が北京を訪問し， 中国との国交を回復した。

(6)下線部(E)の人物が， 仏教の力で国を守るために各地につくらせた寺を何というか， 答えな

さし＼

(7)下線部(F)の， 南大門の金剛力士像がつくられた時期の事柄として適切なものを， 次のア ～

工から1つ選び， 記号で答えなさい。
かいこん

ア ． 墾田永年私財法が出され， 新たに開墾した土地を私有できるようになった。

イ ． 坂上田村麻呂が征夷大将軍になり， 蝦夷を平定した。

ウ ． 承久の乱が起き， 後鳥羽上皇が幕府軍に敗れた。
こうけいしゃ ほったん

工 ． 将軍の後継者争いが発端となり， 応仁の乱が起こった。
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(8)下線部(G)に関する次の問いに答えなさい。
ほ さ

① 室町幕府において， 将軍を補佐し， 政治をおこなった役職を何というか， 答えなさい。

② ①の役職に任命されたのはどのような立場の人物か。 最も適切なものを， 次のア～ エから1

つ選び， 記号で答えなさい。

ア． 国司 イ． 譜代大名 ウ． 守護大名 エ． 地頭

(9)下線部(H)の時期の事柄として正しいものを，次のア ～ エから1つ選び，記号で答えなさい。
ばいしょうきん

ア． 日本が日清戦争に勝利し， 多額の賠償金を手に入れた。

イ． 吉野作造が民本主義を発表するなど， デモクラシーを求める風潮が高まった。
う わた

ウ． 農地改革が行われ， 地主の持つ農地が小作人に安く売り渡された。
せんりょう

エ． ニ ・ ニ六事件が起こり， 一時は東京の中心部が占領された。

だれ

(10)下線部(I)の出身で， 明治時代に自由党を結成し， 初代党首になった人物は誰か， 答えなさ

し‘゜

(11)下線部(J)に関する次の問いに答えなさい。

① 朝廷内の勢力争いから， 平清盛と源義朝が対立した争いを何というか， 答えなさい。

② 平清盛がおこなった事柄として正しいものを， 次のア～ エから1つ選び，記号で答えなさい。

ア． 武士として初めて上皇となり， 院政をおこなった。

イ． 大輪田泊を整備し， 日宋貿易を活発にした。

ウ． 倭寇の取り締まりに力を入れ， 勘合貿易を始めた。

エ． 最澄と空海を唐に派遣し， 新しい仏教を学ばせた。

なら か

(12)下線部(K)に関する次の事柄を， 正しい順番になるように並べ替えなさい。

ア． 征夷大将軍に任命され， 幕府を開く。
ぶん り

イ． 刀狩令を出し， 兵農分離を進める。
ほろ

ウ． 大阪（大坂）夏の陣で豊臣氏が滅びる。
たお

工． 山崎の戦いで明智光秀を倒す。
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