
令和４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「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・鉛筆（シャープペンシルも可）・消しゴム・鉛筆削りです。

　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　「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



社－２

　1　下の地図や資料を見て，次の（1）～（7）に答えなさい。（15 点）

（1） 地図中のＡ国・Ｂ国について，資料はＡ国とＢ国の

　輸出品の変化を示しています。資料のＸにあてはまる

　品目を，次の 1 ～ 4の中から一つ選び，その番号を書

　きなさい。

　　1　鉄鉱石　　　　　2　機械類

　　3　綿花　　  　　　4　天然ゴム

（2） 地図中のＡ国とＢ国の輸出品は，どのように変化し

　たか。次の二語を用いて，簡潔に書きなさい。

　農産物   鉱山資源

（3） 地図中Ｂ国の領土の大半を占めているこの半島では，

　メコン川などの流域で稲作がさかんです。この半島を

　何というか書きなさい。

（4） 地図中のＣ国は，中国からの移住者が世界で一番多

　い国です。このような中国から移住してきた人々やそ

　の子孫を何というか書きなさい。

（5）地図中の韓国・台湾・香港・シンガポールの 4つの

　国や地域は１９７０年代以降急速な工業化と高い経済

　成長を達成しました。これらの地域（諸国）は何と呼

　ばれているか書きなさい。

（6) 地図中のＤ国は，世界最大級の産油国の一つです。このＤ国などが，利益料の引き上げや石油会社の国有化を

　めざして１９６０年に結成した国際的組織の名称を書きなさい。

 

（7） 地図中のコルカタの雨温図として最も適切なものを，次の 1～ 4の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

1 32 4

地図

(「理科年表 2018 年版」による )

（2015/16 年版「世界国勢図会」他による )

資料
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 2  下の地図や資料を見て，次の（1）～（6）に答えなさい。（12点）

（1） 地図のＡ～Ｄは，東北地方の山脈・山地・高地を表している。世界遺産

　に登録されているものはどれか，最も適切なものをＡ〜Ｄの中から一つ選

　び，記号で書きなさい。

（2）地図の気仙沼湾は，かきを養殖している漁業者たちが森を復活させる運

　動を行っています。日本の森がもつ役割について述べている文として最も

　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　森に降った雨が，養分に富んだ水となって川を下り，かきの餌とな

　　 る植物プランクトンを育てる。

　　2　森の土が上流から運ばれ，河口付近に堆積することで自然堤防を形

　 　成し，津波から地域を守ってくれる。

　　3　森が復活することで地下水を減少させ，下流にある土地の地盤沈下

　　 を食い止める。

　　4　森を復活させることで降水量が多くなり，豊かな水資源を安定して

　　 確保することができる。

　　

（3）地図中Ｘの風は，初夏から夏にかけて東北地方の太平洋側に吹

　き付ける冷たい風です。この風は何とよばれるか，名称を書きな

  さい。

（4） 資料 1 は，地図のＹ付近を拡大したものです。あ〜えの４つ

　のうち，最も傾斜がなだらかなものを一つ選びなさい。

(5）資料 2 は，東北地方のある県で行われる夏祭りのようすです。

　この祭りの名称と，開催県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　七夕まつり =宮城県　　　　2　花笠まつり =山形県

　　3　竿燈まつり =秋田県　　　　4　ねぶた祭 =青森県

（6） 資料 3 は，地図の青森県，岩手県，宮城県の人口，面積，農業

　産出額，製造品出荷額を示したものです。Ⅰ～Ⅲにあてはまる県

　の組み合わせとして最も適切なものを，次の 1～ 4の中から一つ

　選び，その番号を書きなさい。

　　1  Ⅰ = 岩手県　Ⅱ = 宮城県　Ⅲ = 青森県

　　2  Ⅰ = 青森県　Ⅱ = 宮城県　Ⅲ = 岩手県

　　3  Ⅰ = 青森県　Ⅱ = 岩手県　Ⅲ = 宮城県

　　4  Ⅰ = 岩手県　Ⅱ = 青森県　Ⅲ = 宮城県

　

社－３

資料 2

資料 3

地図

資料 1

人口
(万人）

面積
（㎢）

農業算出額
（億円）

製造品出荷額
（億円）

Ⅰ １２５ １５，２７５ ２，６９３ ２５，４３２

Ⅱ １２９ ９，６４６ ３，１０３ １９，３６１

Ⅲ ２３０ ７，２８２ １，９００ ４４，９５３

（「住民基本台帳／世帯数表 2019 他による )



 　  太郎さんは，各地のマンホールの蓋のデザインに特徴があることを知り，両親と旅行に行くたびに趣味と

　　してマンホールの蓋の写真を撮ってコレクションにしています。資料を見て，次の（1）～（7）に答えなさい。(16点)

　　

（1）あ　　　について，この時代の人々が生活廃棄物を捨てたことによってできた遺跡は，何と呼ばれているか

　書きなさい。

（2）い　　　について，世界遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の中で，秋田県内にある遺跡群

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

　　1　是川石器時代遺跡　　　2　三内丸山遺跡　　　3　大湯環状列石　　　4　小牧野遺跡

（3）う　　　について，聖徳太子が制定した，「冠位十二階」は，どのような目的で制定されたのか，「氏や姓に

　関係なく，」という書き出しで書きなさい。

（4）え　　　について，法隆寺釈迦三尊像として最も適切なものを，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　　　　　　　　　

（5）お　　　について，仏教に関する説明として，最も適切なものを次の 1～ 4の中から一つ選び，その番号を

　書きなさい。

　　1　最澄は，唐で密教を学び金剛峯寺を建てた。　 2　空海は，比叡山延暦寺を中心に天台宗を広めた。

　　3　法然は，題目を唱えれば救われると説いた。　 4　道元は，座禅により悟りを開こうとした。

（6）か　　　について，京都はかつて室町幕府が開かれた場所です。次の文は，室町時代の社会の様子を述べた

　ものです。　Ｘ　と　Ｙ　にあてはまる語の組み合わせとして最も適切なものを，次の 1～ 4の中から一つ選

　び，その番号を書きなさい。

　　　農村では，有力な村人や年長者を中心に　Ｘ　とよばれる自治組織がつくられた。また，交通の盛んな

　　ところでは，物資の陸上輸送をあつかう　Ｙ　とよばれる運送業が活躍した。

　　1　Ｘ : 惣　Ｙ : 馬借　　　2　Ｘ : 座　Ｙ : 馬借　　　3　Ｘ : 総　Ｙ : 土倉　　　4　Ｘ : 座　Ｙ : 土倉

（7）き　　　について，この時代に幕府はスペイン船やポルトガル船の来航を禁止したが，オランダと中国の２

　か国のみとの貿易を認めたのはなぜか。その理由を，宗教に着目して書きなさい。

社－４

３

デザイン 撮影地 資　料

つがる市

（青森県）

　あ縄文時代の「亀ヶ岡遺跡」から出土した，国の重要文化財に指定されている「遮
光器土偶」が描かれています。この「亀ヶ岡遺跡」は，昨年度「北海道・北東北の縄
文遺跡群」としてい世界遺産に登録されました。

斑鳩町

（奈良県）

　う聖徳太子が建立した「え法隆寺の五重塔」と，「竜田川の紅葉」「クロマツ」「サ
ザンカ」が描かれています。さらに，周囲は法隆寺の金堂・五重塔・中門などの

欄干にみられる「卍崩し」の模様になっています。この「法隆寺地域のお仏教建造物」

は世界遺産に登録されています。

京都市

（京都府）

　か京都市上下水道局のキャラクター，ホタルの澄都くんとホタルのひかりちゃん

がデザインされており，上段の花は，鳥羽水環境保全センターの「藤の花」，下段の

花は，蹴上浄水場の「つつじ」が描かれています。

東京都

　都の花「ソメイヨシノ」，都の木「イチョウ」，都民の鳥「ユリカモメ」が描かれて
います。「ソメイヨシノ」は，き江戸時代末期から明治初期にかけての染井村(現駒込・
巣鴨 )の職人が育成したと言われています。
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　4 　下の年表や資料を見て，次の (1) ～ (8) に答えなさい。(18点 )

　　　　　　

（1） あ　　　について，資料 1は1868年の米価を1.0としたときの米価の推移を表したものである。明治政府が，

　従来の年貢を引き継いだ方法をやめ，地租改正を実施した理由を，資料の推移全体から読み取れることをもと

　にして，簡単に書きなさい。

（2） い　　　について，年表中の   Ａ　 にあてはまる地（駅）名を書きな

　さい。

（3） う　　　について，この条約で得た賠償金を使って，八幡村 (現在の北

　九州市 )に，日本の重工業の中心となる製鉄所が建設された。この地に製

　鉄所ができた理由を，説明しなさい。

（4）え　　　について，資料 3は，義和団事件後のアジアをめぐる国際関係

　を風刺したものです。Ｘで示した人物で表された国は，ロシアの南下に対

　抗して日本と同盟を結んだ国です。その国名を書きなさい。

（5）お　　　について，吉野作造は，第一次世界大戦中に普通選挙によって

　国民の意思にもとづく議会政治を主張した。この考え方を何というか。最

　も適切なものを，次の 1～ 4の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　民本主義　　　2　資本主義　　　3　三民主義　　　4　共産主義

（6）か　　　について，この事件で暗殺された内閣総理大臣の名前を書きなさい。　

（7）き　　　について，年表中の   Ｂ 　は，総力をあげて戦争にとりくむため，政府が議会の承認を経ずに人的・

　物的資源を政府が統制運用できる権限をもつ法律です。   Ｂ　 にあてはまる語として最も適切なものを，次

　の 1 ～ 4 の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　治安維持法　　　　2　地方自治法　　 　3　労働組合法　　　4　国家総動員法

（8）Ｃの期間のできごととして最も適切なものを，次の 1～ 4の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　日本国憲法が公布される。　　　　　2　日韓基本条約が結ばれる。

　　3　東西ドイツが統一される。　　　　　4　満州事変がおこる。

社－５

西暦 ことがら

 あ 1868

   1872

   1895

   1900

   1914

   1932

   1938

   1951

   1972

 明治維新がおこる。

 い   Ａ　 ・横浜間で鉄道が開通する。

 う 下関条約が結ばれる。

 え 義和団事件がおこる。

 お 第一次世界大戦はじまる。

 か 五・一五事件おこる。

 き   Ｂ　 が公布される。

 サンフランシスコ平和条約を結ばれる。

 沖縄が日本に復帰する。

資料 1

資料 2

資料 3

明治初期の米価の推移

ＸＸ

Ｃ (年 )

年表



　　　下の文は社会の授業で「人権を保障するための権利」を学習したときの先生と生徒の会話の一部です。次の

　　（1）～（6）に答えなさい。（15 点）

（1）文中の　Ａ　にあてはまる語句を書きなさい。

（2）あ　　　について，日本国憲法が保障している基本的人権のうち，社会権にあたるものとして最も適切なものを，

　次の 1 ～ 4 の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　国民は，能力に応じて等しく教育を受ける権利もつ。

　　2　国民は，人間らしい生活ができる環境を求める権利をもつ。

　　3　国民は，国や地方公共団体に情報の公開を求める権利をもつ。

　　4　国民は，個人の私生活や情報を他人の干渉から守る権利をもつ。

（3）い　　　について，この基本原則の１つで，無記名で投票を行う選挙の制度を何といいますか，書きなさい。　

（4）う　　　について，憲法改正に関わる内容の説明として最も適切なものを，次の 1～ 4の中から一つ選び，その

　番号を書きなさい。

　　1　発案は憲法改正の具体的な内容で，参議院のみ行うことができる。

　　2　発議は衆・参両議員において，各議院の総議員の３分の１以上の賛成が必要である。

　　3　発議により国民投票が実施され，過半数の賛成をもって憲法改正が確定する。

　　4　改正された憲法の公布は，内閣総理大臣が国民の名で行う。

（5）え　　　について，地方公共団体は住民の暮らしに必要な仕事を行なっています。地方公共団体の仕事として，

　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　学校の運営　　　2　上下水道の整備　　　3　ごみの処理　　　4　政令の公布

(6)お　　　について，資料のＡ・Ｂにあてはまる語句の組み合わせとし

　て最も適切なものを，次の 1 〜 4 の中から一つ選び，その番号を書きな

　さい。また，資料のような三権分立の仕組みを，１７４９年『法の精神』

　で唱えた，フランスの啓蒙思想家の名前を書きなさい。

　　1　Ａ＝選挙　　　Ｂ＝世論

　　2　Ａ＝住民投票　Ｂ＝世論

　　3　Ａ＝世論　　　Ｂ＝選挙

　　4　Ａ＝選挙　　　Ｂ＝住民投票

社－６

先　生：私たちのあ人権を保障するための権利として，どのような権利がありますか。

生徒Ａ：国民が政治に参加する権利として，参政権が保障されています。

生徒Ｂ：それに，人権が侵害されたときに救済を求める権利として，請求権が保障されています。

先　生：参政権や請求権は，人権を保障するための権利として憲法で保障されている大切な権利です。

　　　　では，参政権にはどのようなものがありますか。

生徒Ａ：い選挙権や被選挙権があります。

生徒Ｂ：う憲法改正の国民投票や　Ａ　の国民審査などの権利もあります。

先　生：そうですね。なかでも，選挙権と被選挙権は，参政権の中心であるといわれています。

生徒Ａ：国の政治やえ地方公共団体の政治は，国民，住民の中から選出された代表者によって進められます。

　　　　お民主政治を実現するためにも，選挙は，特に大切な政治参加の方法となっています。

5

国民
審査

立法権

司法権行政権

( 国会 )

( 内閣 ) (裁判所)

国 民

Ａ

Ｂ

資料



　　　下の資料は，わが国におけるさまざまな職業の人が身につける紀章（バッジ）についてある中学生がま

　　とめたものです。これを見て，次の (1) ～ (5) に答えなさい。（12 点）

（1）あ　　　について，次の資料は定められた比例代表選挙区全体の各政党への投票数です。この選挙区が定

　数１０名の場合，比例代表制によって議席を配分すれば，Ｘ党の当選者数は何人になりますか，数字で書き

　なさい。

（2）い　　　について，わが国の裁判では裁判の当事者が希望する場合，原則として上訴が認められ，合計３

　回まで審理を求めることができる制度があります。この制度を何というか書きなさい。

（3）う　　　について，最高裁判所の裁判官について述べた文として最も適切なものを，次の 1〜 4の中から

　一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　最高裁判所長官と最高裁判所副長官は内閣が指名し天皇が任命する。

　　2　最高裁判所長官以外の裁判官は内閣が任命し天皇が承認する。

　　3　違法立法審査権の最終判断を下す裁判所であるため「正義の番人」ともよばれる。

　　4　任命後の最初の衆議院議員選挙の時と，その後４年たっての総選挙に国民審査がある。

　

（4）え　　　について，日本国民には納税の義務を含む３つの義務があります。次の文中　Ａ　・　Ｂ　にあ

　てはまる適切な語を書きなさい。

　［憲法第二十六条　二項 抜粋］すべて国民は，法律の定めるところにより，その保護する子女に　Ａ　を

　受けさせる義務を負ふ。

　［憲法第二十七条］すべて国民は，　Ｂ　の権利を有し，義務を負ふ。

（5）お　　　について，社会保険制度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　医療保険　　　2　雇用保険　　　3　年金保険　　　4　生命保険

社－７

6

衆議院議員 裁判官 税理士 社会保険労務士

　国民の代表として選出さ

れたあ衆議院議員の紀章

（バッジ）です。題材とされ

ている菊の花は日本をあら

わすといわれています。

　い裁判において法律にも

とづいて判決を下すう裁判

官の紀章（バッジ）です。

鏡と「裁」の文字を題材と

しており，鏡は真実をうつ

し出すといわれています。

　え納税の義務の適正な実

現を図る税理士の紀章（バッ

ジ）です。日輪と桜の花を

題材としており，桜の花は

日本を表すといわれていま

す。

　お社会保険や労働関連の

法律の専門家の社会保険労

務士の紀章（バッジ）です。

菊の花と中央にローマ字表

記した時の頭文字「SR」が

記されています。

政党 〇〇党 Ｘ党 △△党 □□党

投票数 80 万票 60 万票 40 万票 20 万票

資料



社－８

  7 　下の年表は，ある生徒が杉原千畝の主な経歴をまとめたものである。次の（1）～（6）に答えなさい。(12 点 )

（1）あ　　　について，外務省の役割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　海外に住む日本人の保護　　　　　2　日本の国の利益を守る

　　3　日本の文化を外国に紹介する　　　4　世界秩序を維持するため他国を守る

　　

（2）い　　　について，資料 1の表は日本，インド，中国，フィ

　ンランドの国家予算の割合です。この中でフィンランドはどれ

　か，Ａ～Ｄの中から一つ選び，書きなさい。

（3）う　　　について，ナチスなどのように，議会政治や政党

　政治をはじめ，あらゆる民主主義を否定する独裁政治を目指

　す動きを何というか書きなさい。

（4）え　　　について，ユダヤ人などに対して組織的に行った絶滅

　政策・大量虐殺を何というか，最も適切なものを，次の 1～ 4の

　中から一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　レジスタンス　　　　2　ゲリラ

　　3　ホロコースト　　　　4　アパルトヘイト

（5）お　　　について，資料 2は杉原千畝が実際に手書きをした

　ビザである。ビザの説明として最も適切なものを，次の 1 ～ 4

　の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

　　1　ビザは渡航先に入国する際，あらゆる国で必ず必要となる。

　　2　ビザを所持することで，渡航先での人権が保証される。

　　3　渡航先に入国する際，ビザがあればパスポートは不要である。

　　4　ビザは渡航先での活動内容が明確であれば誰にでも発行される。

（6）資料 3 のａ〜ｄは，杉原千畝が公使や領事を勤めた国である。それぞれ現在

　の首都名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　ａ - ヘルシンキ　　　2　ｂ - ベルリン

　　3　ｃ - プラハ　 　　　 4　ｄ - ウィーン

西暦 　ことがら

1900
1919
1932
1937
1939
1940

1941

1985
1986

　1 月 1 日岐阜県にて産まれる。
　あ外務省留学試験に合格。
　満州国外交部につとめる。
　いフィンランドの日本公使館で二等通訳官になる。
　リトアニアのカウナス日本領事館で領事代理になる。
　うナチスからえ逃れてきた難民におビザの発行を始める。
　チェコの日本総領事館へ赴任する。
　ドイツ（東プロイセン州）日本総領事館へ赴任する。
　ルーマニアの日本公使館で一等通訳官になる。
　イスラエルから「諸国民の中の正義の人賞」受賞。
　7月 31 日病気で亡くなる。

資料 3

資料 2

資料 1

すぎはら ちうね

国名  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ

予算額(円) 約 101 兆 約 7兆 約 184 兆 約 44 兆

社会保障費 ３３％ ５０％ ４％ １０％

国債費 ２３％ ０％ ３％ ０％

公共事業費 ７％ １２％ ３５％ １３％

教育費 ５％ １２％ ３％ ４％

国防費 ５％ ５％ ７％ １１％

その他 ２７％ ２１％ ４８％ ６２％

合計 １００％ １００％ １００％ １００％

年表


