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京都成章高等学校　令和４年度　入学試験問題
社　　　会

⑶�　アンデス山脈では標高ごとに異なる農牧業が行われている。次
の図は、アンデス山脈でみられる３つの農牧業のおおまかな分布

を示したものであり、Ｐ～Ｒはトウモロコシ栽培、ジャガイモ栽
培、リャマ・アルパカの放牧のいずれかの農牧業がさかんな地域

である。Ｐ～Ｒで最もさかんな農牧業の組み合わせとして正しい
ものを、下のア～カから一つ選び、記号で答えなさい。

ア イ ウ エ オ カ
トウモロコシ栽培 Ｐ Ｐ Ｑ Ｑ Ｒ Ｒ
ジャガイモ栽培 Ｑ Ｒ Ｐ Ｒ Ｐ Ｑ

リャマ・アルパカの放牧 Ｒ Ｑ Ｒ Ｐ Ｑ Ｐ

⑷�　南北アメリカの農牧業について述べた文として適当でないもの
を、下のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア 　カナダは、大型機械を用いて大規模に栽培された小麦を輸出
している。

イ 　アメリカ合衆国ではトウモロコシ、ブラジルではサトウキビ
がバイオエタノールの主な原料となっている。

ウ 　ブラジル高原ではセンターピボット方式による小麦の栽培が
さかんである。

エ 　アルゼンチンのパンパでは小麦の栽培や肉牛の放牧が行われ
ている。

⑸ 第１図中に示したＷ～Ｚの都市の中で、自動車工業が発展した
デトロイトと鉄鋼業が発展したピッツバーグの位置の組み合わせ

として正しいものを、下のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ア イ ウ エ
デトロイト W W X X
ピッツバーグ Y Z Y Z

⑹�　南北アメリカの民族や移民について述べた文として適当でない
ものを、下のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア　カナダではフランス語を話す人の割合が高い州がある。
イ 　近年のアメリカ合衆国では、ヒスパニックと呼ばれるスペイ
ン語を話す移民が増加している。

ウ 　南北アメリカには、アフリカから連れてこられた人々の子孫
が居住している。

エ 　２０世紀前半に日本から南アメリカへ渡った移民は主に工業技
術者であった。

 １．南北アメリカに関する以下の問⑴～⑹に答えなさい。

⑴ 第１図中のＡ～Ｄの地形の名称として誤っているものを、下の
ア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア Ａ－アパラチア山脈� イ Ｂ－フロリダ半島
ウ Ｃ－カリブ海� エ Ｄ－デカン高原

⑵�　次の図は、第１図中に示したラスベガス、モントリオール、マ
ナオス、クスコのいずれかの都市における最も暖かい月の平均気

温と最も寒い月の平均気温（縦軸）、および年降水量（横軸）を

示したものである。クスコにあてはまるものを、下の図中のア～
エから一つ選び、記号で答えなさい。

5000
○ 最も暖かい月の平均気温　● 最も寒い月の平均気温

気象庁のホームページのデータより作成
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カナダ北部の島は省略した
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２ ．九州地方に関する以下の問⑴～⑿に答えなさい。

⑴ 第２図に示したＡ半島とＢ島の名称の正しい組み合わせを、下
のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア　大隅半島－種子島　　イ　大隅半島－屋久島
ウ　薩摩半島－種子島　　エ　薩摩半島－屋久島

⑵ 第２図に示したC～ Fの火山の名称として正しいものを、下の
ア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア C－桜島　� 　　イ　D－雲仙岳　　
ウ　E－霧島山　� 　　エ　F－阿蘇山

⑶ 第２図に示したGの海域の沿岸でみられるものを、下のア～エ
から一つ選び、記号で答えなさい。

ア　サンゴ礁　� 　　イ　マングローブ　　
ウ　リアス海岸　　� 　　エ　干潟

⑷ 次の表は、第２図に示した宮崎県日南市と沖縄県石垣市におけ
る月別の平均気温と降水量と日照時間を示したものである。表に
ついて述べた文として正しいものを、下のア～エから一つ選び、
記号で答えなさい。

月別平均気温（℃） 月別降水量（mm） 月別日照時間（時間）
日南 石垣 日南 石垣 日南 石垣

１月
２月
３月
４月
５月
6月
７月
８月
9月
１０月
１１月
１２月

８.９
１０.０
１２.９
１６.９
２０.６
２３.４
２７.２
２７.８
２５.３
２０.９
１５.９
１０.９

１８.９
１９.４
２０.９
２３.４
２５.９
２８.４
２９.６
２９.４
２８.２
２６.０
２３.６
２０.５

８３.９
１３２.５
１９３.２
２３６.７
２４７.６
５６４.７
３１０.４
２３０.８
３０７.１
２２７.８
１３７.０
９２.１

１３５.０
１２４.０
１３４.４
１４６.９
１９０.７
２０８.２
１４２.３
２４９.８
２５９.７
２１１.２
１３８.１
１５５.２

１６９.３
１５１.５
１６１.１
１６６.７
１６７.３
１０９.３
１８８.８
２０２.４
１５４.９
１６１.０
１５４.０
１６５.１

８４.７
９１.３
１１８.１
１３０.３
１６４.３
２１２.９
２６１.０
２３２.９
１８９.９
１５７.６
１１５.３
８９.３

すべての数値は１９９１ ～ ２０２０年の３０年間の平均値である。
気象庁ホームページのデータより作成

ア ２つの都市の最も暖かい月の平均気温と最も寒い月の平均気
温の差を比較すると、日南市の差は石垣市の差の２倍以上ある。

イ�　２つの都市の月別降水量を比較すると、すべての月で石垣市
の方が多い。

ウ�　２つの都市とも月別降水量の最も多い月が月別日照時間の最
も短い月になっている。

エ�　２つの都市とも月別平均気温の最も高い月が月別日照時間の
最も長い月になっている。

⑸ 次のＬ～Ｎの円グラフは、肉牛、豚、鶏（ブロイラー）のいず
れかの飼育数の道県別割合を示したものである。Ｌ～Ｎにあては
まる家畜の名称の組み合わせとして正しいものを、下のア～カか
ら一つ選び、記号で答えなさい。

L M N
ア 肉牛 豚 鶏
イ 肉牛 鶏 豚
ウ 豚 肉牛 鶏
エ 豚 鶏 肉牛
オ 鶏 肉牛 豚
カ 鶏 豚 肉牛

⑹�　九州地方の農業について述べた文として適当でないものを、下
のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア�　筑紫平野では、稲作が終わった後の水田で、小麦など米以外
の作物を栽培する二毛作が行われている。

イ 　宮崎平野では、ビニールハウスを利用して野菜の出荷時期を
早める促成栽培が行われている。

ウ 　九州南部に広がるシラス台地は、水はけがよいので古くから
稲作がさかんである。

エ 　沖縄県では、温暖な気候を生かしたサトウキビやパイナップ
ルの栽培がさかんである。
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⑺�　九州地方の工業について述べた次のPとQのそれぞれの文の内
容が正しければ正、誤っていれば誤とするとき、PとQの正誤の
組み合わせとして正しいものを、下のア～エから一つ選び、記号
で答えなさい。
P　�明治時代に操業を開始した官営の八幡製鉄所は、筑豊炭田か
ら産出する石炭を利用して鉄鋼を生産していた。

Q　�福岡県には大規模な自動車の組み立て工場が進出し、それに
関連する部品工場も増えている。

ア　P－正・Q－正　　イ　P－正・Q－誤
ウ　P－誤・Q－正　　エ　P－誤・Q－誤

⑻�　九州地方のエネルギーについて述べた文として適当でないもの
を、下のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア�　九州地方は日照時間の長い地域であるため太陽光発電がさか
んである。

イ　�大分県には日本最大級の規模を誇る八
はっ

丁
ちょう

原
ばる

地熱発電所があ
る。

ウ　鹿児島県の海岸には石油の備蓄基地がある。
エ　九州地方には原子力発電所がない。

⑼�　次の２つの図は、第２図に示した宮崎県美郷町における１９８０年
と２０１０年の人口ピラミッド（男女別年齢階級別人口構成）である。
これらの図について述べた文として適当でないものを、次のア～
エから一つ選び、記号で答えなさい。

ア�　両年次の７０歳以上を比較すると、男女ともにすべての年齢層
で１９８０年より２０１０年の人口のほうが多い。

イ�　両年次の１５ ～ ２９歳を比較すると、２０１０年の人口は１９８０年の
半数以下になっている。

ウ�　１９８０年に最も人口が多い年齢層は、男女ともに３０年後も最も
人口が多い年齢層である。

エ�　１９８０年に０～ １４歳であった年齢層の人口の変化をみると、３０
年後には半数以下になっている。

１９８０年の人口は、旧南郷村・西郷村・北郷村の数値を合算したもの。
美郷町「まち・ひと・しごと創生　人口ビジョン」（２０１５年）より作成
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⑽�　次の表は、九州、中国、四国、関東（東京都を除く）、東北の
いずれかの地方における人口上位５都市の人口を示したものであ
る。九州地方にあてはまるものを、表中のア～オから一つ選び、
記号で答えなさい。ただし表中の太字の数値は県庁所在都市の人
口である。

ア　 イ　 ウ　 エ　 オ　
第１位 ３７5.4 １55.4 １１９.5 １０６.4 5１.１
第２位 １５１.４ ９５.０ ７０.８ �３２.２ 4２.７
第３位 １３１.4  ７３.３ �４８.２ �３２.１ ３２.７
第４位 ９７.２  ６０.２ �４６.８  ３０.７ ２5.３
第５位 ７１.８  4７.８ �２６.０  ２８.８ １５.８

単位：万人　統計年次は２０２０年。「地理統計」より作成

⑾�　沖縄県について述べた文として適当でないものを、下のア～エ
から一つ選び、記号で答えなさい。

ア�　かつて沖縄に栄えていた琉球王国の文化が現在も受け継がれ
ており、貴重な観光資源になっている。

イ�　沖縄島の約１５％の土地がアメリカ軍の専用施設に使われてお
り、市街地に隣接して軍用機が離着陸している基地がある。

ウ�　産業の中心は農業と漁業であり、日本全国の平均と比較する
と第１次産業人口割合は高く、第３次産業人口割合は低い。

エ�　リゾートの開発によって土砂が海に流れ出すなど、様々な要
因によりサンゴが死滅する問題が生じている。

⑿�　２０１１年３月に福岡市の博多駅から鹿児島中央駅を結ぶ九州新幹
線の全線が開業した。次の表は、２００８年度と２０１８年度における福

岡空港と鹿児島空港と那覇空港の間の飛行機による移動客数を示

したものである。表中のＸ～Ｚにあてはまる空港名の正しい組み
合わせを、下のア～カから一つ選び、記号で答えなさい。

２００８年度
到着空港

出発空港
Ｘ Ｙ Ｚ

Ｘ ６６８０１０ ８８６２３
Ｙ ６６９４３４ ９１００７
Ｚ  ８９２２４  ９１６０８

２０１８年度
到着空港

出発空港
Ｘ Ｙ Ｚ

Ｘ ９３９５７４ ８７８０６
Ｙ ９３９５２４  ９０２８
Ｚ  ８９７２４   ８７９５

単位：人　不定期航空便の旅客を除く。国土交通省「航空輸送統計調査」より作成

Ｘ Ｙ Ｚ
ア 福岡 鹿児島 那覇
イ 福岡 那覇 鹿児島
ウ 鹿児島 福岡 那覇
エ 鹿児島 那覇 福岡
オ 那覇 福岡 鹿児島
カ 那覇 鹿児島 福岡
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⑶�　下線部⒝について述べた文として適当でないものを、下のア～
エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア�　地方は多くの国に区切られ、それぞれの国には都の貴族から
国司が派遣された。

イ�　九州北部には大宰府がおかれ、九州地方全体の政治のほか、
外交・防衛にあたった。

ウ�　国家に返却する必要のない口分田を与える班田収授法が定め
られた。

エ�　成人男性は租に加えて調・庸という税を負担しなければなら
なかった。

⑷�　下線部⒞について、この反乱の後に行われた幕府の政策として
正しいものを、下のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア�　水野忠邦が裁判の基準となる公事方御定書を定めた。
イ　田沼意次が商人に株仲間をつくることをすすめた。
ウ�　松平定信が江戸などの都市に出稼ぎに来ていた農民を故郷に
帰した。

エ�　井伊直弼が朝廷の許可を得ないまま日米修好通商条約を結ん
だ。

⑸�　下線部⒟について、Ｅの時代の御家人を説明した文として誤っ
ているものを、下のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア�　元の遠征軍に立ち向かった御家人の多くは、幕府から恩賞と
して領地を獲得した。

イ�　御家人は、領地を分割して相続したため、次第に土地が減り、
生活が苦しくなっていった。

ウ�　幕府は、御家人の借金を取り消し、手放した土地を取り返さ
せる徳政令を出した。

エ�　幕府は、執権の職を独占してきた一族に権力を集中させるよ
うになり、御家人の不満は高まった。

⑹�　Ａ～Ｅの各文章を古いものから順に並べるとき、４番目にくる
文章を、Ａ～Ｅの記号で答えなさい。

３．次のA ～ Eの各文章を読み、下の問⑴～⑹に答えなさい。
Ａ�　白河天皇は、天皇の位を幼少の皇子に譲って上皇となった後も、
摂政や関白を抑えて政治を行った。このように⒜上皇が中心と

なって行う政治を� １ �という。上皇は自由な立場であったの

で、先例にとらわれない政治が行われた。

Ｂ�　奈良盆地の北部に、当時の中国の都にならった新しい都がつく
られた。それは� ２ �とよばれた。そこから約７０年余りはこの

都を中心に⒝律令にもとづく政治が行われた。都の北部には天皇

の住居や役所がおかれ、都の人口は約１０万人であったと考えられ

る。

Ｃ�　ききんが全国を襲い、多くの餓死者が出て、百姓一揆や打ちこ
わしがたびたびおこった。このような中で、大阪町奉行所の元役

人の� ３ �が弟子などを率いて大商人を襲い、米や金をききん

で苦しむ人々に分け与えようとした。⒞この反乱は１日で鎮圧さ

れたものの、幕府は強い衝撃を受けた。

Ｄ�　将軍のあとつぎ問題をめぐって有力な守護大名の細川氏と山名
氏が対立し、京都で戦乱が始まった。これが� ４ �の乱で、多

くの守護大名を巻き込んで１１年間続き、京都の大半は焼け野原に

なった。また、この戦乱は地方にも広がっていった。

Ｅ�　元のフビライは日本に遠征軍を派遣した。当時の執権
の� ５ �はこれを迎えうった。元の軍隊は博多湾に上陸し、幕

府軍を苦しめたが、結局撤退した。７年後に、元の遠征軍は再び

日本に攻めてきたが、⒟御家人を中心とした幕府軍の激しい抵抗

や暴風雨のために上陸できず、撤退した。この２度にわたる元寇

は幕府の力を弱めることになった。

⑴�　文章中の空欄� １ �から� ５ �にあてはまる語句を答えなさ

い。

⑵�　下線部⒜の時期に起こったできごとについて述べた次の①②の
文の正誤をそれぞれ判断し、その組み合わせとして正しいものを、

下のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
①�　平治の乱で源義朝に勝利した平清盛は、武士として初めて摂
政となった。

②�　天皇と上皇の対立や貴族の間の対立が激しくなり、保元の乱

がおこった。

ア　①－正　②－正� � イ　①－正　②－誤
ウ　①－誤　②－正� � エ　①－誤　②－誤
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⑸�　文章中の空欄� ３ �にあてはまる語句を、下のア～エから一
つ選び、記号で答えなさい。

ア　関東大震災� � イ　米騒動
ウ　日比谷焼き打ち事件� エ　二・二六事件

⑹�　下線部⒞について、１９２０年代の日本を説明した文として誤って
いるものを、下のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア　韓国を併合した。
イ　共産主義などを取り締まる治安維持法が制定された。
ウ　ワシントン会議が開かれ、日英同盟は解消された。
エ　金融恐慌がおこった。

⑺�　下線部⒟の戦争前後の状況について述べた文として誤ってい
るものを、下のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア�　この戦争がおきる前に、ヨーロッパではドイツがポーランド
に侵攻し、第二次世界大戦が始まった。

イ�　この戦争がおきた後に、中国では盧溝橋事件をきっかけに日
中戦争が始まった。

ウ�　日本がフランス領インドシナ南部に軍をすすめると、アメリ
カは日本に対して石油などの輸出を禁止した。

エ�　日本は、ハワイにあるアメリカ軍の基地を奇襲攻撃し、この
戦争が始まった。

⑻　文章中の空欄� ４ �にあてはまる語句を答えなさい。

⑼　文章中の空欄� ５ �にあてはまる語句を答えなさい。

⑽�　下線部⒠にいたるまでの過程について述べた文として誤ってい
るものを、下のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア　アメリカによって広島と長崎に原子爆弾が投下された。
イ　東京はアメリカ軍による大規模な空襲を受けた。
ウ　沖縄では、上陸したアメリカ軍との戦闘があった。
エ�　日ソ中立条約を結んでいたソ連は、日本には宣戦しなかった。

⑾�　下線部⒡の期間の日本のできごととして適当でないものを、下
のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア　日本の経済を再生させるために、財閥がつくられた。
イ�　農地改革が行われて、自作農が多くなった。
ウ　女性参政権が認められ、初の女性国会議員が誕生した。
エ　教育基本法が制定されて、義務教育は9年間とされた。

４．次の文章を読み、下の問⑴～⑾に答えなさい。
　第二次世界大戦後の日本の復興に大きな影響を与えた人物にアメ
リカの軍人� １ �がいる。彼の生涯と日本とのかかわりを見てい
こう。彼は⒜１８８０年、軍人の息子として生まれ、父親と同じように
軍人の道を進むことになった。１９０５年には� ２ �がおこっていた
関係で、一時的に日本の東京にあるアメリカ大使館に勤務している。
結果的に、アメリカは� ２ �の講和を仲介している。⒝第一次世
界大戦後は、フィリピンで勤務するが、日本で１９２３年に� ３ �が
おこった時には、彼はフィリピンより日本への救援物資輸送の指揮
をとっている。一方で、⒞１９２０年代は日本が中国大陸に進出し、国
際的に大きな影響力を持つようになった時期で、彼もフィリピン防
衛の観点から日本に対する警戒心をもつようになった。⒟太平洋戦
争が始まった当初、日本軍が東南アジア一帯に進撃する中で、彼は
オーストラリアに脱出した。しかし、彼は太平洋方面の連合国軍総
司令官となって、日本への反撃を始めた。１９４２年に� ４ �海戦で
敗北した日本は、支配下にあった太平洋上の島々から撤退していき、
戦争の主導権を連合国側に奪われていった。１９４５年８月、� ５ �宣
言を受け入れて、ついに⒠日本は連合国に無条件降伏をした。日本
はアメリカを中心とする連合国軍の占領支配を受けることになり、
彼を最高司令官とする連合国軍総司令部（GHQ）の指令に従って
日本政府が政策を実施するという間接統治の方針がとられた。⒡終
戦から数年の間に行われた日本の改革は戦後の日本のあり方を決定
づけたと言える。

⑴　�文章中の空欄� １ �にあてはまる語句を答えなさい。

⑵�　下線部⒜について、次にあげるできごと①～④はこの年の前後
に日本でおきたものである。時代の古いものから順に並んでいる
ものを、下のア～カから一つ選び、記号で答えなさい。
①国会期成同盟の成立� ②西南戦争の勃発
③大日本帝国憲法の発布� ④民撰議院設立の建白書の提出

ア　①→②→④→③　� イ　①→④→③→②
ウ　②→①→③→④　� エ　③→④→①→②
オ　④→②→①→③　� カ　④→③→①→②

⑶�　文章中の空欄� ２ �にあてはまる語句を、下のア～エから一
つ選び、記号で答えなさい。
ア　日清戦争�� � イ　義和団事件
ウ　日露戦争�� � エ　江華島事件

⑷�　下線部⒝について、アメリカはどのように第一次世界大戦に参
加したのか。正しいものを、下のア～エから一つ選び、記号で答
えなさい。
ア�　アメリカは大戦が勃発した１９１４年から、イギリス・フランス
側に加わった。

イ�　アメリカは大戦が勃発した１９１４年から、ドイツ・オーストリ
ア側に加わった。

ウ�　アメリカは当初中立を保っていたが、大戦後半の１９１７年から、
イギリス・フランス側に加わった。

エ�　アメリカは当初中立を保っていたが、大戦後半の１９１７年から、
ドイツ・オーストリア側に加わった。
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⑷�　下線部⒟として適当でないものを、下のア～エから一つ選び、
記号で答えなさい。

ア　プライバシーの権利　� イ　知る権利　
ウ　自己決定権　� � エ　国家賠償請求権

⑸�　文章中の空欄� １ �にあてはまる語句を漢字３文字で答えな

さい。ただし� １ �は刑事裁判のときに、被疑者を起訴する役

割をになっている。

⑹　文章中の空欄� ２ �にあてはまる語句を答えなさい。

⑺�　下線部⒠について述べた文として適当でないものを、下のア～
エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア　第一審の判決に不満がある場合は控訴することができる。
イ�　今までに無実の罪で有罪となるえん罪が起こったことはない。
ウ�　裁判官は国会議員による弾劾裁判によって辞めさせられるこ
とがある。

エ�　誰もが司法に関するサービスを受けられるよう法テラスが設
置された。

⑻ 　下線部⒡について述べた文として正しいものを、下のア～エか
ら一つ選び、記号で答えなさい。

ア　裁判員制度の対象となるのは民事裁判である。
イ�　裁判員と裁判官はともに公判に出席して、有罪か無罪かを決
める。

ウ　有罪の場合、裁判員は刑罰の内容を決めない。
エ　裁判員は第三審まで参加する。

５．次の文章を読み、下の問⑴～⑻に答えなさい。
　私たちの住む社会は、さまざまな人権を獲得するための苦労を積

み重ねて、今日にいたっている。それはマグナ・カルタやバージニ

ア権利章典など⒜欧米の人権に関する文書や憲法・法律などを見る

とその過程がわかる。日本は、それらの影響を受けた⒝日本国憲法

を最高法規としている。そして⒞日本国憲法は改正することが難し

くなるようなしくみとなっている。

　基本的な人権として、日本国憲法では自由権・社会権などが規定

されているが、１９４７年の憲法施行の段階で想定されていなかった�

「⒟新しい人権」とよばれる権利についても、尊重することが大切

であると考えられてきている。

　裁判所および裁判官・弁護士・� １ �の法曹三者も国民の権利

を守る役割をになっている。特に裁判所の中でも最も高い地位にあ

る最高裁判所は違憲法令審査権を最終的に行使する立場にあるため

「憲法の� ２ �」とも呼ばれている。また近年では⒠司法制度の民

主化を意図して⒡裁判員制度も導入されている。

⑴�　下線部⒜について「経済生活の秩序は、すべての人に人間たる
に値する生存を保障することを目指す、正義の諸原則にかなうも

のでなければならない」という文が含まれる史料は何か。下のア
～エから一つ選び記号で答えなさい。
ア　フランス人権宣言　� イ　ワイマール憲法
ウ　世界人権宣言　� � エ　アメリカ独立宣言

⑵�　下線部⒝に規定されていないものを、下のア～エから一つ選び、
記号で答えなさい。

ア　教育を受ける権利　� イ　国民主権　　
ウ　非核三原則　� � エ　法の下の平等

⑶�　下線部⒞の手続きについて、下の文の空欄Ｘ～Ｚにあてはまる
語句の組み合わせを、ア～クから一つ選び、記号で答えなさい。

両院でそれぞれ Ｘ  の Ｙ  の賛成で発議され、国民投票
での有効投票の過半数の賛成ののち Ｚ  が国民の名で公布
する。

ア　Ｘ：総議員　　Ｙ：３分の２以上　Ｚ：天皇
イ　Ｘ：総議員　　Ｙ：３分の２以上　Ｚ：内閣総理大臣
ウ　Ｘ：総議員　　Ｙ：過半数　　　　Ｚ：天皇
エ　Ｘ：総議員　　Ｙ：過半数　　　　Ｚ：内閣総理大臣
オ　Ｘ：出席議員　Ｙ：３分の２以上　Ｚ：天皇
カ　Ｘ：出席議員　Ｙ：３分の２以上　Ｚ：内閣総理大臣
キ　Ｘ：出席議員　Ｙ：過半数　　　　Ｚ：天皇
ク　Ｘ：出席議員　Ｙ：過半数　　　　Ｚ：内閣総理大臣
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⑶�　下線部⒞について、国の歳出を示したグラフの内訳の組み合わ
せとして正しいものを、あとのア～クから一つ選び、記号で答え
なさい。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
ア 国債費 社会保障関係費 防衛関係費 地方交付税交付金等

イ 国債費 社会保障関係費 地方交付税交付金等 防衛関係費

ウ 国債費 地方交付税交付金等 防衛関係費 社会保障関係費

エ 国債費 地方交付税交付金等 社会保障関係費 防衛関係費

オ 社会保障関係費 国債費 防衛関係費 地方交付税交付金等

カ 社会保障関係費 国債費 地方交付税交付金等 防衛関係費

キ 社会保障関係費 防衛関係費 国債費 地方交付税交付金等

ク 社会保障関係費 防衛関係費 地方交付税交付金等 国債費

⑷�　下線部⒟の動きについての一般的な説明として最も適当なもの
を、下のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア　好景気と不景気を交互にくり返すことを景気変動という。
イ　景気が悪い時には、企業の生産が増加する。
ウ　物価が下がり続けることをインフレーションという。
エ　景気がよい時には、消費が減少する。

⑸�　下線部⒠で定められた労働条件の最低基準について述べた次の
①②について、その正誤の組み合わせとして正しいものを、下の
ア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
①　労働者に１日6時間を超えて、労働させてはならない。
②　男女の賃金は同一にしなければならない。
ア　①－正　②－正　　� イ　①－正　②－誤
ウ　①－誤　②－正　　� エ　①－誤　②－誤

⑹�　下線部⒡について述べた文として正しいものを、下のア～エか
ら一つ選び、記号で答えなさい。
ア�　水俣病は熊本県などの沿岸地域で発生し、大気汚染が原因と
された。

イ�　イタイイタイ病は、新潟県の阿賀野川流域で発生し、裁判の
結果、原告側が勝訴した。

ウ�　四日市ぜんそくは、工場から出るメチル水銀を原因物質とし
て発生した。

エ�　公害が社会問題となり、公害対策基本法が制定された。

⑺ 　下線部⒢について、欠陥商品で消費者が被害を受けたとき消費
者が製造業者の過失を証明しなくても、商品に欠陥があったこと
だけを証明できれば製造業者に賠償を請求できるようになった法
律の名前をアルファベットで答えなさい。

⑻　文章中の空欄� １ �にあてはまる語句を答えなさい。

６ ．高校卒業を目前にした成子さんと章夫くんの会話を読み、下の

問⑴～⑻に答えなさい。

成子：章夫くんは将来、何かしたいことあるの？

章夫：�国際経済に興味があるから⒜海外の大学に留学してみたいと

思ってるよ。

成子：�海外の大学？外国に行くときって、お金のこととか難しくな

い？

章夫：�そうなんだ。しっかり⒝外国為替相場についても勉強してか

ら、行かなきゃいけないって考えてるんだ。

成子：�でも、国内の経済のことも大事よね。国の⒞財政も借金が多

いって言うわ。

章夫：�１９９０年代にバブル経済が崩壊してから⒟景気が悪くなってし

まって、なかなか立ち直れなかったっておじいちゃんもよく

言ってたよ。

成子：�だからみんな頑張ってきたのよね。でも、みんながいい環境

で働けるように、労働環境はしっかりみんなで守らないとね。

章夫：�だから⒠労働基準法とかがあるのだろうけど…そうだ、労働

の環境だけじゃなくて、自然環境も守らなきゃいけないよ。

成子：�環境問題ね。⒡公害のことは中学校でも習ったわ。企業は自

分たちの活動に対して、しっかりと責任を負わないとね。

章夫：�そう、環境のことだけじゃなくて⒢自分たちが生産する商品

に対しても責任を持つのは当たり前だよ。いろいろな面で意

識が変わってきているのかもしれないな。

成子：�国・政府のサポートも必要よね。財政や税のことも、しっか

り考えなきゃいけないわね。

章夫：�所得税などが、所得の高い人ほど所得に占める税金の割合が

高くなる効果のある� １ �課税となっているけど、まだま

だ税についても国民の理解は充分ではないような気がするな。

成子：�私たちももう選挙権も得たことだし、責任をもって未来のこ

とを考えていかないといけないわね。

章夫：そうだね。SDGsについてももっと調べてみようかな。

⑴�　下線部⒜のように、現代はモノやカネ、ヒトが国境を越えて移
動する時代となっている。こうした世界の一体化の動きを何とい

うか、答えなさい。ただし「～化」というかたちでカタカナで答

えなさい。

⑵�　下線部⒝に関する一般的な考え方を述べた次の①②について、
その正誤の組み合わせとして正しいものを、下のア～エから一つ
選び、記号で答えなさい。

①　日本から海外旅行に出かけるときは、円高の方が有利である。
②　外国から商品を輸入する場合は、円安の方が有利である。
ア　①－正　②－正　　� イ　①－正　②－誤
ウ　①－誤　②－正　　� エ　①－誤　②－誤

A：33.6%その他：13.4%

D：5.0%

文教及び科学振興：5.1%

B：22.3%C：15.0%

公共事業：5.7%
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