
第 ３ 時 限 問 題

令和２年　一般入試　学力検査

社 会

検査時間　10時50分から11時30分まで

「解答始め」という指示があるまで、次の注意をよく読みなさい。

注　　　　意

(1)  解答用紙は，この問題用紙とは別になっています。

(2)  「解答始め」という指示で，すぐ受験番号と氏名をこの表紙と解答用紙の決められた欄に書き

なさい。

(3) 問題は(1)ページから(6)ページまであります。表紙の裏と(6)ページの次からは白紙になって

います。受験番号を記入したあと，問題の各ページを確かめ，不備のある場合は手をあげて申し

出なさい。

(4)  答えは全て解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(5)  印刷の文字が不鮮明なときは，手をあげて質問してもよろしい。

(6)  「解答やめ」という指示で，書くことをやめ，解答用紙と問題用紙を別々にして机の上に置き

なさい。

受験番号 第 番 氏　　名

⑫ ①



② ⑪



社 会

―（ １ ）―

１

(1)　①869年は時代区分でいうと平安時代である。この時代の出来事について述べた文として最も適

当なものを、次のアからエまでの中から選んで、そのかな符号を書きなさい。

以下のⅠからⅣまでの文章は、生徒が災害と歴史の関係を調べた資料です。あとの(1)から(4)

までの問いに答えなさい。

Ⅰ

①869年に発生した貞観地震では、三陸沿岸で

巨大な津波が発生したことが歴史書に書かれて

います。

ア　天智天皇の死後、あとつぎをめぐる大友皇子との戦いに勝って即位したのは天武天皇である。

イ　有力な守護大名の細川氏と山名氏が対立すると、11年にわたる応仁の乱がおきた。

ウ　後醍醐天皇は、天皇中心の新しい政治である建武の新政を始めました。

エ　遣唐使に任命された菅原道真は、唐の衰えと往復の危険を理由に派遣の停止を訴えた。

ア　大名を救うため全国の田畑の面積やよしあしを調べる太閤検地

イ　農民を救うため性別などにおうじて口分田が与えられる班田収授法

ウ　御家人を救うため、手放した土地を返還させる徳政令

エ　商人を救うため、城下町に楽市・楽座の政策

ア　関東大震災による打撃で、都市では失業者が急増した。

イ　朝鮮戦争が始まり、大量の軍需物資が生産され、好景気になった。

ウ　盧溝橋事件をきっかけに日中戦争が始まった。

エ　高度経済成長下の東京でアジア最初のオリンピックが開催された。

(2)　以下の文は、Ⅱの資料の出来事の後の様子について述べたものである。文中の　　　　にあ

てはまる文として最も適当なものを、次のアからエまでの中から選んで、そのかな符号を書き

なさい。

幕府は、生活が苦しい　　　　を出した。

(3)　Ⅲの資料の中の（　②　）には、1853年、浦賀に来航し、日本に対して開国と通商を求

め、翌1854年に再び来航し、幕府と日米和親条約を結ばせた「アメリカ人」が入ります。その

人物名を書きなさい。

(4)　Ⅳの資料にある1959年の伊勢湾台風より後の時代におきた出来事について述べた文として

最も適当なものを、次のアからエまでの中から選んで、そのかな符号を書きなさい。

Ⅱ

1281年に元は再び日本に攻めてきましたが、御

家人の活躍で、元軍は上陸できず、暴風雨に

あって大損害をうけ、引き上げました。

Ⅲ

1854年には駿河湾を震源にマグニチュード8.4

の安政東海地震が起こり、東海地方に大被害を

与えました。この年、日米和親条約を結ぶため

にきていたアダムス中佐は（②）にこの地震の

報告をしていました。

Ⅳ

伊勢湾台風は、1959年9月26日に上陸し紀伊半

島から東海地方を中心に、ほぼ全国にわたって

大きな被害を出しました。

じょう

するが わん

がん

⑩ ③



―（ ２ ）―

右の写真は大阪府にある大仙古墳（仁徳陵古墳）である。円形と四

角形を組み合わせた形の古墳である (　①　) 墳としては世界最大級で

ある。

こうして、東方との交流が盛んになったため、これらを手掛かりにして文芸復興とよばれる（　②　）

が花開きました。また、このころ、(　③　) はドイツで宗教改革を始めました。また、宗教改革に対

抗してイエズス会が結成され、アジアに宣教師を派遣しました。その中には日本にも来た（　④　）

がいました。

Ａ　古墳の内部の石室には、初めは祭り用の銅剣が納められ、後には鉄製の武器が納められました。

Ｂ　十字軍はエルサレム奪回に失敗したが、進んだイスラム世界と接したことで火薬のような新しい

文化がもたらされた。

Ｃ　ポルトガル人を乗せた中国人の倭寇の船が種子島に漂着して、鉄砲が伝来をしました。

Ｄ　第一次世界大戦では、新兵器の戦車や飛行機、毒ガスなどが被害を大きくしました。

Ｅ　アメリカは、原子爆弾を広島・長崎に投下し、多くの命が失われました。

２

(2)　以下の文章は、Ｂの文章で書かれた時代の後のヨーロッパについて述べた文章です。文章

中の空欄（②）から（④）にあてはまる言葉の組み合わせとして最も適当なものを、下のア

からカまでの中から選んで、そのかな符号を書きなさい。

(1)　以下の文章は、Ａの中の古墳についてのものです。文章中の

空欄（①）にあてはまる語句を漢字4文字で書きなさい。

ア　②ルネサンス　③ルター　④ザビエル　　イ　②ルネサンス　③カルヴァン　④ザビエル

ウ　②大航海時代　③ルター　④ザビエル　　エ　②大航海時代　③カルヴァン　④マゼラン

オ　②市民革命　　③ルター　④ロック　　　カ　②市民革命　　③カルヴァン　④ルソー

（３）Ｃの文章中にある「鉄砲」を有効に使った長篠の戦いで、武田勝頼を破った武将の名前を

漢字４文字で書きなさい。

（４）Ｄの文章の第一次世界大戦の後の出来事について述べている文として最も適当なものを、

次のアからエまでの中から選んで、そのかな符号を書きなさい。

ア　下関条約が結ばれた直後にロシアはドイツやフランスともに三国干渉をおこなった。

イ　日本が日本海海戦で勝利したことを機に、アメリカの仲介によりポーツマス条約が結ばれた。

ウ　アメリカの呼びかけで海軍の軍備を制限するなどのワシントン会議が開かれた。

エ　アジア最初の共和国である中華民国が建国された。

次のＡからＥまでの文章は「武器」についての歴史を生徒がまとめたメモです。あとの

（１）から（４）までの問いに答えなさい。

④ ⑨



―（ ３ ）――（ ６ ）―

（問題はこれで終わりです。）　 

カイロを首都とするこの国

は、（Ｘ）の恩恵を受けな

がら、古代より発展してき

た。近年、観光産業が回復

しており、ピラミッドなど

の古代文明の遺跡を観光資

源とし、2017 年の観光客

数は約 850 万人にのぼる。

地中海に面している北部を

中心に、豊かな油田に恵ま

れたことから、原油や石油

製品は重要な輸出品となっ

ている。

プレトリアを首都とするこ

の国は、（あ）プラチナやク

ロムといった貴重な鉱産資

源の産出国として注目され

ている。第二次世界大戦後、

（Ｙ）とよばれる人種隔離

政 策 が と ら れ て い た が、

1991 年 に は 廃 止。1994

年には総選挙のもとで、こ

の国初の黒人大統領が誕生

したが、依然として白人と

黒人の間の格差が残ってい

る。

アクロを首都とするこの国

は、1957 年に独立するま

でイギリスによる植民地支

配を受けており、その影響

で現在も英語が公用語と

なっている。また、（い）大

規模な農園では（Ｚ）が生

産され、コートジボワール

に次いで世界で２番目に多

い生産量・貿易量（2016 年）

を誇っており、この国の経

済を支えている。

Ａ． Ｂ． Ｃ．

３

(1)　ⅠのＡ・Ｂ・Ｃの文中の空欄（Ｘ）・（Ｙ）・（Ｚ）に該当する語句の組み合わせとして最

も適当なものを、次のアからカまでの中から選んで、そのかな符号を書きなさい。

ア　Ｘ―アマゾン川　　　Ｙ―アパルトヘイト　　　Ｚ―なつめやし

イ　Ｘ―ライン川　　　　Ｙ―ブミプトラ　　　　　Ｚ―コーヒー豆

ウ　Ｘ―ナイル川　　　　Ｙ―アパルトヘイト　　　Ｚ―カカオ豆

エ　Ｘ―アマゾン川　　　Ｙ―ブミプトラ　　　　　Ｚ―なつめやし

オ　Ｘ―ライン川　　　　Ｙ―アパルトヘイト　　　Ｚ―コーヒー豆

カ　Ｘ―ナイル川　　　　Ｙ―ブミプトラ　　　　　Ｚ―カカオ豆

(1)　資料Ⅰの文章中の空欄（①）にあてはまる語句を漢字２文字で書きなさい。

(2)　資料Ⅱの文章中の下線部（あ）「労働基本権」についての記述として誤っているものを、次

のアからエまでの中から選んで、そのかな符号を書きなさい。

Ⅰ　次の文章は、アフリカ州のある３つの国について説明した文章である。

Ⅱ　次の図のＤ・Ｅ・Ｆは、Ⅰの３か国の位置を地図上

に表したものである。

※地図は「CraftMAP（http://www.craftmap.box-i.net/）」

より作成・加工。緯線経線は 10 度おきに描かれている。

(4)　資料Ⅳの文章の下線部（う）「参政権」についての記述として誤っているものを次のアから

エまでの中から選んで、そのかな符号を答えなさい。

ア　労働者が団結して行動できるように労働組合をつくる団結権がある

イ　労働条件の改善を求めて使用者と交渉する団体交渉権がある

ウ　労働環境を改善するための団体環境権がある

エ　要求を実現するためにストライキなどの行動をする団体行動権がある

(3)　資料Ⅲの文章中の下線部（い）「公共の福祉」による、人権を制限する例として誤っている

ものを、次のアからエまでの中から選んで、そのかな符号を書きなさい。

ア　感染の拡大を防ぐための感染症の患者を入院させる措置は認められている

イ　他人の名誉を傷つける行為は表現の自由が優先される

ウ　職業選択の自由の中でも特別の資格がないと従事できない職業もある

エ　不備な建築物に関しては、周辺の住民等の危険を防止するために規制がある

ア　満１８歳以上のすべての国民に認められている

イ　選挙に立候補する被選挙権も含まれる

ウ　国や地方公共団体の機関に要望する請願権も含まれる

エ　日本国籍を持たなくても認められている

以下のⅠは、アフリカ州の属する３つの国の特徴を紹介した文章である。また、ⅡはⅠで取り

上げた３か国の位置を地図上に表したものである。これらに関して、あとの（１）から（９）

までの問いに答えなさい。

(4)　資料 D に関して、日本国憲法が「平和憲法」とも呼ばれる理由の１つには以下に示した条

文が制定されていることがあげられる。文章中の空欄（②）にあてはまる適当な語句を漢字２

文字で書きなさい。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる（　②　）と、武力

による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。

Ⅰ　社会権で基本となるのが「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」である（　①　）権です

Ⅱ　働く人達のための権利として勤労の権利、（あ）労働基本権を保証しています

Ⅲ　社会での共同生活のために制約を受けることを日本国憲法では（い）「公共の福祉」と呼んでいま

す

Ⅳ　政治が国民の意思にもとづいて民主的に行われるために国民が政治に参加する権利が（う）参政権

です

５ 次の資料は憲法について生徒がまとめたものである。それらを見てあとの（１）から（４）ま

での問いに答えなさい。

⑧ ⑤



―（ ５ ）――（ ４ ）―

４

(1)　資料 A の下線部「天皇」について、「天皇の国事行為」（憲法７条）の記述として誤ってい

るものを、次のアからエの中から選んで、そのかな符号を書きなさい。

(2)　資料 B に関して、株式会社は株式の発行によって得られた資金をもとに設立される企業です。

以下の文章中の空欄（①）にあてはまる適当な語句を漢字２文字で答えなさい。

(2)　ⅠのＡの説明文に該当する国の位置として最も適当なものを、Ⅱの図中のＤ・Ｅ・Ｆの中から

選んで、そのアルファベット記号を書きなさい。

(3)　ⅠのＢの文中の下線部（あ）について、埋蔵量が少なかったり、必要な金属成分の割合の高

いものが得られにくかったりする金属の総称をカタカナで書きなさい。

ア　赤道：①　－　赤道が通っている国：アルゼンチン

イ　赤道：②　－　赤道が通っている国：インドネシア

ウ　赤道：③　－　赤道が通っている国：スペイン

エ　赤道：①　－　赤道が通っている国：ブラジル

オ　赤道：②　－　赤道が通っている国：メキシコ

カ　赤道：③　－　赤道が通っている国：オーストラリア

(5)　Ⅱの図中の①から③の緯線のうち、どれかひとつが赤道を表している。最も適当なものを選

ぶとともに、他地域において赤道が通っている国との組み合わせとして最も適当なものを、次

のアからカまでの中から選んで、そのかな符号を書きなさい。

(4)　ⅠのＣの文中の下線部（い）について、植民地支配を受ける中で、商品作物を栽培するため

に設けられた大規模農園の呼び名をカタカナで書きなさい。

ア　④－酸性雨被害

イ　⑤－酸性雨被害

ウ　⑥－熱帯林減少

エ　④－熱帯林減少

オ　⑤－砂漠化

カ　⑥－砂漠化

(7)　Ⅱの図中のＧに該当する地域では、ある深刻な環境問題が発生している。同様の問題を抱え

ている地域を次の図中の④・⑤・⑥から選び、環境問題の内容との組み合わせとして最も適当

なものを、次のアからカまでの中から選んで、そのかな符号を書きなさい。

(8)　以下の文章は、ⅠのＡのカイロとほぼ同緯度に位置する、日本のある都道府県の産業の特徴

を紹介した文章である。この文章に該当する県名として最も適当なものを書きなさい。ただ

し、「～県」という形式で答えることとする。

(6)　アフリカ州のいくつかの国は、ⅠのＣの国のように旧宗主国が開いた農園で栽培してきた商

品作物や、Ｂの国のように産出される鉱産資源などが、主要な輸出品として大きな割合を占め

ている。このように、単一の農産物や鉱産資源などにたよる経済の呼び名を書きなさい。ただ

し、「～経済」という形式で答えることとする。

　この県は、火山のたび重なる噴火による火山灰や軽石が堆積したシラス台地が広がっており、保水

性が乏しかったために、水をあまり必要としないサツマイモや茶などの生産や、黒豚などの畜産業が

盛んにおこなわれている。

A　５月新しく天皇陛下が即位され、平成から令和へと元号が変わった

B　９月某インターネット関連サービス企業は衣料通販サイトを運営する企業を買収すると発表した

C　１０月消費税がこれまでの８パーセントから１０パーセントに引き上げられた

D  １１月ローマ教皇が３８年ぶりに来日し、広島・長崎を訪れた

株式を購入した人は株主と呼ばれ、株主総会に出席して経営方針や利潤の分配などに関する議決をし

たり、利潤の一部を（　①　）として受け取ったりする権利をもっています。

(9)　2019年9月～11月に日本で開催されたラグビーワールドカップにⅠのＢの国の代表チームが

参加していた。その代表チームがキャンプ地として訪れていた都市のひとつに御前崎市がある。

その御前崎市の属する静岡県について説明した文章として最も適当なものを、次のアからエまで

の中から選んで、そのかな符号を書きなさい。

次の資料は2019年にあったできごとを生徒がまとめたものである。それらを見てあとの

（１）から（４）までの問いに答えなさい。

⑤

⑥

ア　富士山を間近にのぞむことができる富士市一帯では、豊富な水資源を活かした製紙産業が

盛んにおこなわれている。

イ　熱海や、伊東といった温泉地があつまっている三浦半島は観光地として人気があり、川

端康成の『伊豆の踊り子』の舞台としても有名である。

ウ　御前崎市や牧之原市一帯に広がる牧之原台地を中心にして、茶の栽培が盛んにおこなわれ

ており、他県では生産が少ないこともあり、国内生産量の約８割を占めるほどである。

エ　県内には３つの政令指定都市があり、県庁がある静岡市、オートバイや自動車などの製造

業が盛んな浜松市、水産業が盛んな沼津市の３都市が該当する。

ア　憲法改正、法律、政令および条例を公布すること

イ　国会を召集すること

ウ　参議院を解散すること

エ　内閣総理大臣、最高裁判所長官を任命すること

(3)　資料 C の下線部「消費税」に関する説明として最も適当なものを、次のアからエまでの中か

ら選んで、そのかな符号を答えなさい。

ア　国に納める直接税である

イ　国に納める間接税である

ウ　地方公共団体に納める直接税である

エ　地方公共団体に納める間接税である

④

⑥ ⑦


