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１位 北海道 78,421ｋ㎡ （Ｂ） 1,877ｋ㎡

２位 （Ａ） 15,275ｋ㎡ 大阪府 1,901ｋ㎡

３位 福島県 13,7834ｋ㎡ 東京都 2,189ｋ㎡

４位 長野県 13,562ｋ㎡ 沖縄県 2,277ｋ㎡

５位 新潟県 12,584ｋ㎡ 神奈川県 2,416ｋ㎡

（ア）　岐阜県 （イ）　秋田県 （ウ）　青森県 （エ）　岩手県

（ア）　佐賀県 （イ）　香川県 （ウ）　鳥取県 （エ）　奈良県

（ア）　はくさい 　（イ）トマト （ウ）たまねぎ （エ）　メロン

（ア）　美浜発電所 （イ）　川内原子力発電所
（ウ）　浜岡原子力発電所 （エ）　柏崎刈羽原子力発電所

（ア）　埼玉県 （イ）　富山県 （ウ）　群馬県 （エ）　栃木県

面積が大きい都道府県 面積が小さい都道府県

福島県では、2011年東日本大震災により「福島第一原子力発電所」の事故が発生し、日
本にあるすべての原子力発電所が運転を停止しました。その後、2015年８月に震災後は
じめて運転を再開した発電所があります。この発電所としてふさわしいものを、下の
（ア）～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。

　下の表は、都道府県別の面積の大きい順と小さい順に１位から５位を並べています。
各都道府県に関する下記の各問に答えなさい。なお、以下の情報については『日本国勢
図絵　2015／16』をもとに作成しています。

表中（Ａ）にあてはまるものとしてふさわしいものを、下の（ア）～（エ）の中から一
つ選び記号で答えなさい。

表中（Ｂ）にあてはまるものとしてふさわしいものを下の（ア）～（エ）の中から一つ
選び記号で答えなさい。

長野県は、海に面していない内陸の県で、周囲を他の県に囲まれています。下の県の中
で、長野県に接していない県を、（ア）～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。

日本最大の面積を持つ北海道は、農業が盛んで、さまざまな農作物で日本一の生産をあ
げています。下の農作物の中で北海道が収穫量日本一のものを、（ア）～（エ）の中か
ら一つ選び記号で答えなさい。
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問６

（ア）　熊本市 （イ）　広島市 （ウ）　浜松市 （エ）　仙台市

問７

（ア）
（イ）
（ウ）
（エ）

問８

（ア）地盤沈下のため、海面より低くなった土地が浸水してしまう現象。
（イ）工場や自動車の廃熱が都心部でたまり、気温を上昇させる現象。
（ウ）自動車の排気ガスが太陽光線中の紫外線と化学反応を起こし大気汚染となる
　　　現象。
（エ）都心部の商業地域の人気が高まり、地価が急激に上昇する現象。

問９

（ア）　にがうり （イ）　てんさい （ウ）　えだまめ （エ）　すいか

問10

（ア）　衣類 （イ）　集積回路 （ウ）　石油製品 （エ）　自動車

1990年 2013年

製造品出荷額

新潟県の県庁所在地である新潟市は、2007年４月に政令指定都市に指定されました。
2012年４月に指定された政令指定都市としてふさわしいものを、下の（ア）～（エ）の
中から一つ選び記号で答えなさい。

大阪府を含む阪神工業地帯は、日本有数の工業地帯です。以下の表は、1990年と2013年
の京浜工業地帯・中京工業地帯・阪神工業地帯・北九州工業地帯の製造品出荷額です。
阪神工業地帯にあてはまるものとしてふさわしいものを、下の（ア）～（エ）の中から
一つ選び記号で答えなさい。

日本で最も人口の多い東京都では、都市問題として、ヒートアイランド現象が起きてい
ます。ヒートアイランド現象の説明文としてふさわしいものを、下の（ア）～（エ）の
中から一つ選び記号で答えなさい。

沖縄県は、暖かい気候を利用した、パイナップル、サトウキビ、バナナ、マンゴーなど
の栽培が盛んです。下の農作物の中で沖縄県が収穫量日本一のものを、（ア）～（エ）
の中から一つ選び記号で答えなさい。

神奈川県の横浜港は日本を代表する貿易港です。この港から一番多く輸出される品目と
してふさわしいものを、下の（ア）～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。

7．7兆円 8．2兆円

51．5兆円 25．3兆円
44．5兆円 52．5兆円
40．5兆円 30．3兆円

工業地帯
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２ 次の史料〔A〕と史料〔B〕を読んで、下記の各問に答えなさい。 

 

〔A〕 

そもそもこの式目は、武家社会のしきたりを記したものである。身分が高いか低いかを

論ずることなく、公平に裁判できるように書いておいた。 

この式目は、①かなしか知らない人が世間に多いことから、できるだけ人々が解りやす

いように、武家の人へのはからいのためだけにつくったものである。これによって京都の

朝廷での取り決めや、②律令の規定が少しも改まるようなことはない。 

（「③北条泰時の消息文」、部分要約） 

 

〔B〕 

一、諸国の守護の職務は、【  あ  】公の時代に定められたように、④京都の御所の警

護と、謀反や殺人などの犯罪人のとりしまりに限る。 

一、武士が 20 年の間、実際に土地を支配しているならば、その権利を認める。 

一、⑤女性が養子をとることは、律令では許されていないが、【  あ  】公の時以来現

在にいたるまで、子どものいない女性が土地を養子にゆずりあたえる事例は、武士の

⑥慣習として数え切れない。 

（「御成敗式目」、部分要約） 

 

問１ 下線部①について、かな文字が貴族を中心に広く使用されるようになったのはいつ

ごろからですか。下の（ア）～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。 

（ア）古墳時代   （イ）飛鳥時代  （ウ）奈良時代   （エ）平安時代 

 

問２ 下線部②について、701 年に唐にならって完成した、日本の政治のしくみを整えたも

のは何ですか。下の（ア）～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。 

（ア）憲法十七条  （イ）大宝律令  （ウ）武家諸法度  （エ）五箇条の誓文 

 

問３ 下線部③について、北条泰時がついていた役職としてふさわしいものを、下の（ア）

～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。 

（ア）左大臣    （イ）執権    （ウ）管領     （エ）老中 
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問４ 史料〔A〕は、北条泰時が京都にいる弟にあてて書いた手紙です。泰時の弟がついて

いた、朝廷を監視し西国の御家人を統括する機関としてふさわしいものを、下の（ア）

～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。 

（ア）太政官   （イ）京都守護職  （ウ）六波羅探題  （エ）町奉行 

 

問５ 史料〔B〕が完成した時期としてふさわしいものを、下の（ア）～（エ）の中から一

つ選び記号で答えなさい。 

（ア）貞永元年  （イ）文永２年   （ウ）応仁３年   （エ）元禄４年 

 

問６ 空欄【あ】に当てはまる人物は、鎌倉幕府の初代将軍です。その人物名としてふさ

わしいものを、下の（ア）～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。 

（ア）実朝    （イ）義経     （ウ）頼家     （エ）頼朝 

 

問７ 下線部④について、下の写真の建造物のうち、京都に所在しないものを（ア）～（エ）

の中から一つ選び記号で答えなさい。 

 

（ア）慈照寺銀閣               （イ）東大寺大仏殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）平等院鳳凰堂                （エ）二条城 
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問８ 下線部⑤について、歴史上の著名な女性を説明した文章としてふさわしいものを、

下の（ア）～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。 

（ア） 卑弥呼は、奴国の王として漢に使いをおくり、金印をさずかった。 

（イ） 皇極天皇は、日本で初めての女性の天皇であり、厩戸王（聖徳太子）が摂政をつ

とめた。 

（ウ） 出雲阿国は、能を完成させ、『風姿花伝』を記した。 

（エ） 津田梅子は、最初の女子留学生の一人で、帰国後は女子教育に力を注いだ。 

 

問９ 下線部⑥について、史料〔A〕の中で同じ意味で使われている言葉としてふさわしい

ものを、下の（ア）～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。 

（ア）しきたり  （イ）裁判  （ウ）朝廷での取り決め  （エ）律令 

 

問 10 史料〔A〕と史料〔B〕からわかることとしてふさわしい説明を、下の（ア）～（エ）

の中から一つ選び記号で答えなさい。 

（ア） 御成敗式目は、貴族のために書かれたものである。 

（イ） 御成敗式目が完成したことで、それ以前の法令は全て無効となった。 

（ウ） 守護は領国に分国法と呼ばれる独自の法を定めた。 

（エ） 鎌倉時代は、土地をめぐる裁判が多かったようである。 
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３ 次の文章を読んで、下記の各問に答えなさい。 

 

日本国憲法の重要な柱は、国民主権、基本的人権の保障、平和主義の３つとなっていま

す。基本的人権の保障については、第３章に「国民の権利と義務」として定められていま

す。ここでは「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利

として、現在及び将来の国民に与へられる（第 11 条）」とされており、具体的には（ａ）

平等権、自由権、社会権、参政権などの権利が定められています。一方で、権利の濫用を

禁じ、常に（ｂ）公共の福祉のために利用する責任を負うことや（ｃ）３つの義務を定め

ています。 

 社会の変化を背景として、憲法に書かれていない人権が生まれました。その中には、 

（ｄ）環境権、知る権利、プライバシーの権利、自己決定権などがあります。 

 人権保障の国際的な広がりは、世界人権宣言や国際人権規約があり、（ｅ）人種差別撤廃

条約や女子差別撤廃条約・児童の権利条約など様々な展開を見せています。 

 

問１ 文中の下線部（ａ）に関連して、次の各文は、平等権、自由権、社会権、参政権の

どの権利に当てはまりますか。組合せとしてふさわしいものを、下の（ア）～（エ）

の中から一つ選び記号で答えなさい。 

 

①  父親の会社では、男女ともに定年が 55 歳となっています。 

②  私は、以前大阪府に住んでいましたが、東京都へ引っ越してきました。 

③ 今年の参議院議員選挙から、選挙権が 18 歳以上の男女に与えられるようになりまし    

た。 

 

（ア） ① 自由権    ② 平等権    ③ 参政権 

（イ） ① 平等権    ② 自由権    ③ 参政権 

（ウ） ① 参政権    ② 社会権    ③ 自由権 

（エ） ① 平等権    ② 自由権    ③ 社会権 

 

問２ 文中の下線部（ｂ）に関連して、公共の福祉による制限の説明として誤っているも

のを、下の（ア）～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。 

（ア） 表現の自由について、他人の名誉を傷つける行為を禁止しています。 

（イ） 労働基本権について、大企業のストライキを禁止しています。 

（ウ） 職業選択の自由について、医師など無資格者での営業を禁止しています。 

（エ） 財産権の保障について、不備な建築の禁止をしています。 
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問３ 文中の下線部（ｃ）に関連して、３つの義務として誤っているものを、下の（ア）

～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。 

（ア） 税金を納めなければならない。 

（イ） 働かなければならない。 

（ウ） 子どもに普通教育を受けさせなければならない。 

（エ） 親を養わなければならない。 

 

問４ 文中の下線部（ｄ）に関連して、４つのそれぞれの権利について説明した文章とし

てふさわしいものを、下の（ア）～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。 

（ア） 日照、清浄な大気と水、静穏など良好な生活環境を求めることができる権利のこ

とを、環境権といいます。 

（イ） マスメディアで自己の発表の場を求める権利のことを、プライバシーの権利とい

います。 

（ウ） 一般市民がその必要とする情報を、無制限に妨げられることなく自由に入手でき

る権利のことを、知る権利といいます。 

（エ） 私事や私生活など、自己の情報を他人から守る権利のことを、自己決定権といい

ます。 

 

問５ 文中の下線部（ｅ）に関連して、３つの条約と直接関係のないものを、下の（ア）

～（エ）の中から一つ選び記号で答えなさい。 

（ア） アパルトヘイト 

（イ） 男女雇用機会均等法 

（ウ） ４つの自由（表現の自由、信仰の自由、欠乏からの自由、恐怖からの自由） 

（エ） ４つの柱（生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利） 

 


