
平成 30 年度青森山田高等学校Ａ日程学力検査 

社　　　　会

　１　問題用紙は監督者の「始めなさい」という合図があるまで開いてはいけません。

　２　問題用紙は表紙を入れて８ページあり，これとは別に解答用紙が１枚あります。

　３　受検番号は，検査開始後，解答用紙の決められた欄に記入しなさい。

　４　机の上に置けるものは，受検票・えんぴつ（シャープペンシルも可）・消しゴム・えんぴつ

　　けずりです。

　５　筆記用具の貸し借りはいけません。

　６　問題を読むとき，声を出してはいけません。

　７　印刷がはっきりしなくて読めないときや，筆記用具を落としたときなどは，だまって手を

　　あげなさい。

　８　監督者の「やめなさい」という合図ですぐに書くのをやめ，筆記用具を置きなさい。

　１　答えは，問題の指示に従って，すべて解答用紙に記入しなさい。

　２　答えはていねいに書きなさい。答えを書き直すときは，きれいに消してから書きなさい。

答えの書き方

注　　　意

社－１



　1　　右の略地図や資料を見て，次の（1）～（7）に答えなさい。（14点）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（1）東京から真東にあたる国として，適切なものを，次の 1～ 4の中か

　ら一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　アルゼンチン共和国　　　2　メキシコ合衆国

　　3　ペルー共和国　　　　　　4　アメリカ合衆国

（2） 略地図のＡ・Ｂ・Ｃの国々は，経済活動を行いやすいしくみをつく

　るためにまとまりました。この三国で構成されているまとまりとして，

　適切なものを，次の 1～ 4の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　ＡＳＥＡＮ　　　　　　2　ＢＲＩＣｓ

　　3　ＥＵ　　　　　　　　　4　ＮＡＦＴＡ

（3） 略地図の 1～ 4 のうち正しい赤道の位置を示すものはどれか，適切

  なものを一つ選び，その番号を書きなさい。

（4） 略地図    のプレーリーの特徴として，適切でないものを，次の 1

　～ 4 の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　西経 100 度付近に広く分布し，北アメリカの穀倉地帯となって

　　 いる。

　　2　地中海性気候で，夏の高温乾燥に適したかんきつ類やオリーブ

　　 の栽培がさかんである。 

    3  グレートプレーンズの東側にある大平原である。

    4　小麦やトウモロコシの大産地となっている。

（5） 資料 1は，ボリビアの首都ラパスと，ブラジルの首都ブラジリアの

  雨温図です。この二つの都市は，略地図でわかるように，緯度には大

　きな差がみられませんが，年平均気温が大幅に違っています。その理

　由を簡潔に書きなさい。

（6） 資料 2は，略地図で示しているカラジャスにある鉄山のようすです。

  この資料 2 でみられるような，坑道を掘らずに地下へ掘り下げていく

　方法をなんというか書きなさい。

（7） 資料 3は，砂糖・コーヒー・牛肉の生産量を表しています。Ｘ～Ｚ

  の組み合わせについて適切なものを，次の 1～ 4 の中から一つ選び，

  その番号を書きなさい。

    1　Ｘ：砂糖　　　Ｙ：牛肉　　　Ｚ：コーヒー

    2　Ｘ：砂糖　　　Ｙ：コーヒー　Ｚ：牛肉 

    3　Ｘ：コーヒー　Ｙ：砂糖　　　Ｚ：牛肉

    4　Ｘ：コーヒー　Ｙ：牛肉　　　Ｚ：砂糖

略地図

資料 1

資料 2

資料 3

(「FAOSTAT」による )

年平均気温
7.1℃

年平均気温
21.4℃

ラパス ブラジリア
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  2  右の略地図や資料を見て，次の（1）～（6）に答えなさい。（14点）

（1） 略地図 1のＡ～Ｂの断面について適切なものを，次の　　

　1～ 4の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

　  1　 　　  　     　　　　2　　 　　　 　 

    3　　　　　　　　　　　　4

（2） 略地図 1の①～④について述べた文として適切でない

  ものを，次の 1～ 4 の中から一つ選び，その番号を書き

  なさい。

    1　①付近は，傾斜を利用した段々畑が広がっている。

    2　②付近は，等高線の間隔が狭いので急斜面である。

    3　③付近には，果樹園と広葉樹林がある。

    4　④付近には，水田が広がっている。

（3） 略地図 1 の，ＸとＹの距離を測ったところ，約 2ｃｍ

  ありました。実際の距離は約何ｍか書きなさい。 略地図 2
(「国土地理院２万５千分の 1 佐世保北部」による )

 
野菜の

産出額

（億円）

長　崎 1553 520

佐　賀 1303 432

福　岡 2191 801

大　分 1287 366

熊　本 3348 1273

宮　崎 3424 777

鹿児島 4435 557

県名

農業産出額

の合計額

（億円）

（4） 略地図 1のＺの示す記号は，緯度・経度・標高の基準になるも

　のです。この記号の名称を漢字 3字で書きなさい。

（5） 資料は平成２７年の九州地方の各県における農業産出額と，そ

　のうちの野菜の産出額を示したものです。農業産出額の合計額が

　最も高い県はどこか。また，野菜の産出額の割合が最も高い県

　はどこか，略地図 2 中の①～⑦の中から選び，その番号を書き

　なさい。

（6） 次の文は，略地図 2の九州地方の県や都市について説明したも

　のです。説明文として適切でないものを，次の 1～ 4の中から一

　つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　大分県は温泉県として有名であり，なかでも別府市は源泉数と湧

　　 出量が全国一で，観光スポットとして人気がある。

    2　宮崎県は促成栽培により，ナスの生産量が全国一である。宮崎市　

　　 には県人口の約４０％が集中しており，よさこい祭りが有名である。     

    3　長崎県は面積が小さいわりに，海岸線の距離が日本で２番目に長

     い。被ばく県として，核のない世界を願い続けている平和都市の一

　　 つがある。

    4　熊本県はトマトとスイカの生産量が日本一である。水俣市では，

　　 かつて有機水銀による公害問題が発生した。

(「九州農政局 統計部」による )

資料

略地図 1
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 3　   あるクラスの社会科の授業で，四つの班に分かれて各時代の特色を調べる学習を行いました。下表の

     Ａ～Ｄは，四つの班が調べた時代と発表した内容，他の班から受けた質問をまとめたものです。この表

     を見て，次の (1) ～ (8) の問いに答えなさい。(17点 )

（1） ①　　　について，この政治方針として適切なものを，次の 1～ 4の中から一つ選び，その番号を書きな

  さい。

    1　武士の勢力を統一して天皇中心の政治にすること。　2　全国を市・町・村にわけること。

    3　土地・人民の私的所有を認めないこと。　　　　　　4　戸籍をつくり，荘園を運営すること。

（2） ②　　　について，672 年におこった皇位をめぐる内乱の名称を書きなさい。

（3） ③　　　について，聖武天皇は東大寺に大仏を建立しましたが，その建立目的を次の語句を使用して書き

  なさい。[ 災害・疫病 ]

（4） ④　　　について，次の文は九州防備におもむく兵士が，家族との別れの寂しさをよんだものです。この

  九州に派遣された兵士をなんというか名称を書きなさい。

（5） ⑤　　　について，右の資料の高僧は，754 年に日本渡航を 6回目で成功させ，

　唐招提寺を開きました。この僧の名前を書きなさい。

（6） ⑥　　　について，上皇が幕府にやぶれた後，幕府の支配が西国にもおよぶ

  ことになりました。その理由を次の語句を使用して書きなさい。[ 西国の土地 ]

（7） ⑦　　　について，この戦乱の東軍と西軍の主要人物の氏の組み合わせとし

　て適切なものを，次の 1 ～ 4 の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

    1　細川と山名　 　2　伊達と赤松　 　3　豊臣と武田　 　4　北条と織田

（8） ⑧　　　について，この時代の自治組織の内容として適切でないものを，次の 1～ 4 の中から一つ選び，

  その番号を書きなさい。

    1　村の自治が進むと，農民は荘園領主や守護へ一揆などで抵抗することもあった。

    2　近畿やその周辺では，荘官をおかずに，有力な農民を中心として村を運営するようになった。

    3　大ききんや地租改正により，一揆や打ちこわしが増加した。 

    4　京都周辺の農民が京都に入り，幕府に徳政を要求したり酒屋などの借金証文を焼き捨てたりした。

調べた時代 発表した内容 他の班から受けた質問

Ａ 飛鳥時代

　聖徳太子の死後，蘇我氏が強い勢力をふるうようになった。これに対抗して，天皇

中心の国家体制をつくろうと，645 年に中大兄皇子と中臣鎌足が，蘇我氏を倒し，①政

治の改革がおこなわれた。その後，天智天皇の②あとつぎをめぐる争いに勝利して即

位した天武天皇は，天皇の地位を大幅に高めた。

　蘇我氏を排除した

後，日本と中国はどの

ような関係になりまし

たか。

Ｂ 奈良時代

　710 年藤原京から，唐の都にならってつくられた平城京に都が移された。③聖武天皇

の時代には，唐の文化の影響をうけて天平文化が栄え，天皇から農民までの和歌を集

めた④万葉集なども編纂された。

　⑤このころ，他国と

の間で，人や物の往来

はありましたか。

Ｃ 鎌倉時代

　源頼朝の死後，源氏の将軍は３代実朝で断絶し，北条氏が実権をにぎるようになった。

京都で院政をおこなっていた⑥後鳥羽上皇は，朝廷の勢力を回復するために挙兵した

が，幕府の大軍に敗れた。

　この時代の領民たち

は，どのような生活を

していましたか。

Ｄ 室町時代

　鎌倉幕府滅亡後に，天皇を中心に公家と武士による政治をすすめたが，武士からお

おきな不満が出て失敗した。その後，南北朝が合一され将軍の権威が高まったが，足

利義政時代に⑦守護大名の争いと将軍のあとつぎ問題により戦乱が起こった。一方農

村では⑧有力な村人や年長者を中心に，自治組織が登場した。

　足利義満は，どのよ

うにして幕府に政治の

権限を集中させたので

すか。

　　  から衣　すそに取りつき　泣く子らを　置きてぞ来ぬや　母なしにして

 意味：すそに取りついてなく子どもたちをおいたまま来てしまった。その子の母もいないのに。

資料
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　4  　下のＡ～Ｄは，近代日本のできごとについてまとめたものです。これを見て，次の (1) ～ (6) の問い

　　 に答えなさい。(13点 )

   

Ａ　大日本帝国憲法発布式の様子

 　宮中において，明治天

皇が内閣総理大臣 ( 首

相 ) である①黒田清隆へ

②大日本帝国憲法を手渡

している様子が描かれて

います

    

Ｂ　ポーツマス条約の調印の様子

　1905 年アメリカの軍港

ポーツマスで講和会議が

ひらかれ，③ポーツマス

条約に調印している様子

が写されています。

   

Ｃ　ベルサイユ条約の調印の様子

　第一次大戦後の④ 1919

年にパリ講和会議で，連

合国側がドイツと⑤ベル

サイユ条約に調印してい

る様子を描いたもので

す。

   

Ｄ　サンフランシスコ平和条約の調印の様子

　アメリカのサンフラン

シスコにおいて，わが国

の内閣総理大臣 ( 首相 )

が，⑥平和条約に調印し

ている様子を写したもの

です。

（1） ①　　　について，資料 1は黒田内閣時代の閣僚の出身を示したも

　のです。当時，自由民権運動をすすめた人たちが，国会開設を政府に

　せまった理由を，資料 1 から読み取り，当時の政治の状況にふれて書

　きなさい。

（2） ②　　　について，大日本帝国憲法の草案作成にあたり，日本が参

　考にした ,ドイツ (プロイセン )の憲法には，どのような特徴がある

　のか書きなさい。

（3） ③　　　について，この条約で日本とロシアが約束した内容として適切なものはどれか，次の 1～ 4の中

  から一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　樺
から

太
ふと

をロシア領に，千島列島を日本領とする。　 2　ロシアが日本に賠償金 2億両 (テール )を支払う。

　　3　日本は韓国を自国領土として併合する。　　　   4　南満州鉄道の権益を日本にゆずる。

　
（4） ④　　　について，資料 2 はパリ講和会議翌年の 1920 年から

　1932 年にかけて日本で発生した小作争議の件数と，それらの争

　議に参加した小作人の人数を表したグラフです。資料に関して

　説明した文として適切なものを，次の 1 ～ 4の中から一つ選び，

　その番号を書きなさい。

　　1　1930 年以降は，それまでに比べて，小規模な小作争議が多

　　 発している。

　　2　1920 年代後半に小作争議の件数が少ないのは，戦争がおき

　　 たためである。

　　3　この期間では昭和時代 (1926 年～ )に，争議に関係した小作人の数が増えている。

　　4　世界恐慌の影響を受けたころから小作争議の件数が減り始めている。

（5） ⑤　　　について，この会議で，中国にあるドイツの権益が日本に受けつがれることが決まると，講和条

　約に反対する運動が中国の北京からはじまり，中国全土に広がった。この運動を何というか書きなさい。

（6） ⑥　　　について，日本にアメリカ軍の駐留などを認め，サンフランシスコ平和条約とあわせて結ばれた

　条約の名称を書きなさい。 

資料 1

名　前 出　身

内閣総理大臣 黒田清隆 薩摩藩

外務大臣 大隈重信 肥前藩

内務大臣 山縣有朋 長州藩

大蔵大臣 松方正義 薩摩藩

司法大臣 山田顕義 長州藩

陸軍大臣 大山巌 薩摩藩

海軍大臣 西郷従道 薩摩藩

社－５

 資料 2

　　　　　　　　　　　　(「近代日本経済史要覧」による )



　5 　太郎君のクラスでは，公民的な分野の学習でテーマを決めて調べ学習をしました。太郎君は日本の「祝

　　 日」がどのような理由で定められているか興味を持ち，「国民の祝日」というテーマを設定して調べ，次

     の表を作成しました。次の表を見て，あとの (1) ～ (7) の問いに答えなさい。（15点）

[太郎君が調べた国民の祝日 ] (①内閣府ホームページより )

名　称 月　日 内　容

建国記念の日 ②政令で定める日 建国をしのび，国を愛する心を養う。

春分の日 春分日 自然をたたえ，③生物をいつくしむ。

昭和の日 ４月２９日 激動の日々を経て，④復興を成し遂げた昭和の時代を顧み，国の将来に思いをいたす。

憲法記念日 ５月３日 ⑤日本国憲法の施行を記念し，国の成長を期する。

こどもの日 ５月５日 こどもの⑥人格を重んじ，こどもの幸福をはかるとともに，母に感謝する。

海の日 ７月の第３月曜日 海の恩恵に感謝するとともに，⑦海洋国日本の繁栄を願う。

(1)　①　　　について，行政機関の説明として，適切なものを次の 1～ 4の中から一つ選び，その番号を書

　 きなさい。

    1　主な役割は，地方自治体に対して行政指示をおこなうことである。

    2　主な仕事は，国会を組織し国会議員の仕事を調整することである。

    3　立法機関・司法機関を取りまとめる国の行政事務の最高機関のことをいう。

    4　国や地方公共団体などの行政主体のために行政事務を担任する機関のことをいう。

(2)　②　　　について，政令の内容として，適切なものを次の 1～ 4の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　地方公共団体によって定める命令 2　国会の議決によって成立する命令

　　3　内閣によって制定される命令　　 4　内閣によって締結される命令

(3)　③　　　について，水鳥のために湿地を守ろうとする国際条約の名称を書きなさい。

(4)　④　　　について，次の戦後の経済について述べた文中の  Ｘ  と　Ｙ　に当てはまる正しい語句の組

   み合わせを後の 1～ 4の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

    1　Ｘ：地租改正　Ｙ：石油危機　　　2　Ｘ：農地改革　Ｙ：石油危機

　　3　Ｘ：地租改正　Ｙ：湾岸戦争   　 4　Ｘ：農地改革　Ｙ：湾岸戦争

(5)　⑤　　　について，憲法改正には国民投票などの手続きが必要ですが，それはなぜか，次の語句を使用

   して書きなさい。[ 政治権力 ]

(6)　⑥　　　について，1994 年に日本が子どもの基本的権利や自

　 由を尊重し，18 歳未満のすべての子どもたちが幸せに生活する

　 ことを目的として批准した，条約の名称を書きなさい。

(7)　⑦　　　について，右の資料は，主権の及ぶ範囲をあらわし

   たものです。Ｐにあてはまる，水産資源などを沿岸国の権利と

   する水域を書きなさい。　

　戦後，経済面では財閥が解体され，農村では　Ｘ　がおこなわれた。1950 年代の中ごろには，ほぼ戦前の経

済水準まで復興した。その後 20 年近くにわたって高い経済成長をとげたが，1973 年の　Ｙ　で大きな打撃を

受けた。

資料
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  6 　下の文は，太郎君の家での会話です。これを読んで，次の (1) ～ (5) に答えなさい。（15点）

(1)　①　　　について，日本の税制について資料 1 の　あ　，　い　に当てはまる適切な語句を，それぞれ漢

   字で書きなさい。また，自動車税は資料 1のＡ～Ｄのどこに

   当てはまるか，適切なものを一つ選び書きなさい。

(2)　②　　　について，1997 年に日本で開催された地球温暖化

   防止に関する国際会議において，2012 年までの温室効果ガス

   の数値的な削減目標を示して採択されたものは何か，その名

   称を漢字で書きなさい。

(3)　③　　　について，資料 2は景気変動の模式図です。Ａ～

   Ｄの状態のとき，景気変動が労働者や企業に与える影響とし

   て，適切でないものを次の 1～ 4の中から一つ選び，番号を

   書きなさい。

    1　Ａの時期にはものが売れて，労働者の賃金が上がる。

    2　Ｂの時期は徐々に商品の価格が上がり，企業の利潤が増

     加する。

    3　Ｃの時期は企業の倒産が増え，失業者が増加する。

    4　Ｄの時期は徐々に消費が増え，企業の生産活動が活発に

     なる。

(4)　④　　　について，発展途上国と先進工業国との経済格差により発生するさまざまな問題を何というか

　 書きなさい。

(5)　⑤　　　について，資料 3は，2015 年の日本，2012 年

   のアメリカ合衆国，イギリス，スウェーデンにおける社会

   保障支出に占める国民負担率を示したものです。スウェー

   デンに当たるものを資料 3のＡ～Ｄから一つ選び記号で答

   えなさい。また、そう判断した理由を簡単に書きなさい。

社－７

資料 2

資料 3

（「財務省ホームページ」による）

太郎 :  お父さん，今乗っている自動車古くなってきたから、新しい自動車に買い換えてみたら。

父   :  確かに父さんも、今の自動車は故障も多いから買い換えようと思っていたんだよ。

母   :  自動車を買うなら，通勤や買い物，旅行など，家族のみんなが使える自動車がいいわね。

父   :  使い勝手やデザインも大事だけども，①エコカー減税などの制度も利用してみたいなぁ。

太郎 :  電気自動車なんかはどう？　②二酸化炭素の排出量が少ないし，地球環境にやさしい自動車だと思うよ。

母   :  でも自動車を買うとなるとたくさんのお金が必要ね。このところ新聞などの報道を見ると，③景気は少

　　　しずつ良くなってきていると書いていたけど，現実はまだまだ厳しいよね。④経済的なことと⑤家計の負

　　　担もしっかり考えないとね。

父   :  そうだなあ。自動車を買うということは経済的なことも考えて購入しないとなぁ。

太郎 :  自動車を買い換えるということにも，現代の社会や経済が映し出されているんだなぁ。

あ　税 間接税

い　税
Ａ

所得税
法人税

Ｂ
消費税
酒税

地方税
Ｃ

事業税
固定資産税

Ｄ
地方消費税
入湯税

資料 1
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  7 　今年 2018 年は，明治維新から 150 年を数える年になります。歴史好きな太郎君の祖父は，明治維新の

    舞台となった街を旅行することになり，旅行先から太郎君へメールを送ってきてくれました。次のＡ～Ｄ

    は，送信されてきたメールの一部です。これを見て，次の（1）～（6）の問いに答えなさい。(12点 )

(1)　①　　　について，鳥羽伏見戦跡の場所はどこか，右の略地図 1～ 4 の中から一つ選び，その番号を書

　 きなさい。 

(2)　②　　　について，資料は酒類品目別輸出金額を表している表

   です。この資料から読み取れることとして適切なものを，次の

　 1～ 4 の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

    1　清酒の輸出額の推移は，３年間横ばい状態である。

    2　焼酎・ワイン等は，３年間の輸出の伸び率が一番高い。

    3　ビールは酒類品目別輸出金額の一位を占めている。

    4　ウイスキーの輸出金額は，3年間で 2倍以上になっている。

(3)　③　　　について，西郷隆盛と会談をおこなった，幕府の役人

　 の名前を書きなさい。

(4)　④　　　について，東京都にある日本の中枢機能として適切で

   ないものを，次の 1～ 4の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　国会議事堂　　　　2　国立博物館

　　3　最高裁判所　　　　4　中央官庁

(5)　⑤　　　について，伝統的工芸品は，伝統的な技術によって製

   造され，日本の文化や伝統を守る貴重なものですが，近年ではさ

   まざまな課題をかかえています。伝統的工芸品産業の課題を，次

   の語句を使用して簡単に書きなさい。［大量生産，高齢化］

(6)　⑥　　　について，函館の市場には，かつて北洋漁業による海産物などが並んでいました。近年は，水

　 産資源の減少から，卵から稚魚に育て放流し，成長したものを漁獲する漁業の海産物が多くなってきました。

　 このような，育てる漁業を何というか書きなさい。

　旅の最初は，明治維新の最初の

戦場である①鳥羽伏見戦跡です。

薩長を主力とする朝廷と旧幕府の

軍隊が戦闘して旧幕府軍は敗退し，

この結果新政府内での討幕派の主

導権が確立しました。また，伏見

は②日本酒 (清酒 ) の名産地です。

  旅行の最終日は，函館です。旧幕

府軍と明治新政府軍が最後に交戦

した所で，新政府軍に圧倒された旧

幕府軍は五稜郭を出て投降し，戊辰

戦争が終結しました。ここは⑥駅前

市場が有名で，海鮮丼が美味しかっ

たです。

  次の訪問地は東京です。ここは西

郷隆盛と③幕府の役人との会談に

よって，新政府軍に明けわたされた

場所で，現在の皇居です。各大名屋

敷の跡地は，現在は④国会議事堂や

官公庁が立ち並んでいます。

  今日は，白虎隊で有名な会津に

来ています。会津若松城にろうじょ

うした会津藩士は，新政府軍との激

戦のすえ降伏しました。ここでは，

⑤伝統工芸の会津絵ろうそくの絵

付け体験をしました。

略地図

資料　　　　　　　　　　 　　  （百万円）

酒類 2012 年 2013 年 2014 年

清酒 8,946 10,524 11,507

ビール 4,475 5,449 6,584

ウイスキー 2,477 3,980 5,850

その他
(焼酎・ワイン等 )

4,761 5,144 5,409

合計 20,660 25,097 29,351

Ａ Ｂ

ＤＣ

（「財務省貿易統計」による）


