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Ⅰ．以下の問いに答えなさい。

 　

〔１〕次のア～エは，図１～図４中のＡ～Ｄの海の沿岸についての説明である。このうち，

Ａ～Ｃにあてはまる説明を，それぞれ１つずつ選び，記号で答えなさい。

ア．石油を産出することから，石油化学工業がさかんな都市がある。ハリケーン

の通り道になることが多く，暴風や大雨によってしばしば大きな被害を受け

る。

イ．モンスーン（季節風）の影響が強く，雨季と乾季がはっきりとみられる気候

である。稲作がさかんなほか，茶の栽培などもさかんに行われている。

ウ．かつては南北アメリカ大陸に向けた奴隷の輸出地となっていた。現在ではプ

ランテーションにおけるカカオ豆の生産がさかんな国々が多い。

エ．夏の降水量がきわめて少なく，強い日差しをさえぎるための白壁の住宅が多

くみられる。また，オリーブやぶどうなどの栽培がさかんである。

〔２〕図３中のＸの国などには，経済的な豊かさを求めてＹの国に移り住む人々がいる。

スペイン語を日常的に話す，Ｙの国に流入する移民を何というか，答えなさい。

図１ 図２

図３ 図４

Ａ Ｂ

ＣＸ

Ｙ

Ｄ
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〔３〕次の図５は，ＥＵ（ヨーロッパ連合），ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合），中華人

民共和国，アメリカ合衆国の人口，面積，国内総生産を比較したものである。ＥＵ

とＡＳＥＡＮにあてはまる項目を，図５中のア～エからそれぞれ１つずつ選び，記

号で答えなさい。

　

〔４〕次の表は，エジプト，インド，ニュージーランド，日本の家畜の飼育頭数を示し

ている。エジプトにあてはまるものを，表中のア～エから１つ選び，記号で答え

なさい。また，そのように判断した理由を，エジプトの文化や習慣と関連づけて，

簡単に書きなさい。

（注）ＥＵには，2020 年 1 月に脱退したイギリスを含む。
 （2017 年，「世界国勢図会 2019/20 年版」をもとに作成）

図５
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面積人口 国内総生産

表

牛（千頭） 豚（千頭） 羊（千頭）

ア 185,104 8,800 63,069

イ 10,146 274 27,527

ウ 5,065 9 5,698

エ 3,822 9,346 15

 （2017 年，「世界国勢図会 2019/20 年版」をもとに作成）
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〔５〕次の図６は，日本の主な発電所の分布を示している。このうち，①～③にあては

まる発電所の種類についての説明を，あとのア～エからそれぞれ１つずつ選び，

記号で答えなさい。

　

図６

ア．安定した電力の供給が可能で，発電量の調節がしやすいという利点があるが，

排出する二酸化炭素が地球環境に影響を与える可能性がある。

イ．輸入資源にたよらずにできる発電であるが，発電のための施設をつくる際の

自然破壊が問題となることがある。

ウ．再生可能エネルギーの一つとして注目されているが，発電に適した場所が活

火山の周辺に限られ，また発電量の維持が難しいなどの課題がある。

エ．安定して大きな出力を得ることができるが，発電にともなってできる放射性

廃棄物の処理方法が確立していないことなどが課題となっている。

…①

…③

…④

…②
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〔６〕次の図７，図８は，中部地方各県について，ある農業生産額の全国平均を 100 と

した場合の数値を示している。図７，図８にあてはまる生産額として正しいもの

を，あとのア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア．米　　　イ．果実　　　ウ．野菜　　　エ．畜産

〔７〕次の写真は，ある都市の様子を上空から写したものである。この都市を，図９中

のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

…200以上
…100～200
…50～100
…50未満

…200以上
…100～200
…50～100
…50未満

 （図７，８とも 2017 年，データでみる県勢 2020 年版をもとに作成）
 図７ 図８
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Ⅱ．日本の建築の歴史に関する次の文章を読んで，以下の問いに答えなさい。なお，特

に指定のない限り，固有名詞等，漢字で表記すべきものはすべて漢字で答えなさい。

　氷河期が終わって温暖になったころから，日本では地面に穴を掘り，茅ぶきの屋根をか

けて中央に炉を置く竪穴住居がつくられるようになった。①古墳時代ごろには竪穴住居に

かまどがつくられるようになったが，基本的な形は奈良時代ごろまで変わらず，一般の人々

の住居として用いられた。一方で，有力者は高床の住居に暮らすようになり，仏教が日本

に伝わると，②寺院の建築の影響も強く受けるようになっていった。

　平安時代になると，都の有力な貴族は複数の建物を廊下で繋いだ寝殿造の邸宅に暮らし

た。寝殿造では壁ではなく，屏風やすだれなどを使って部屋を仕切って使っていたことが，

当時の③大和絵などからうかがい知ることができる。平安時代後期ごろから力をつけた 

④武士は，簡素なつくりの住居に暮らし，住居の周囲には防御のための濠や土塁をめぐら

せるようになった。室町時代ごろからは⑤禅宗の影響を受け，畳を敷きつめ，ふすまで部

屋を区切るといった書院造の部屋がみられるようになった。現在私たちが「和室」とよぶ

部屋のつくりの基本は，⑥戦国時代から安土桃山時代にかけてつくられたと考えられる。

一方で，大名の屋敷などではふすまや屏風に豪華な装飾画が描かれるようになった。

　⑦江戸時代になると，⑧「合掌造」など，地域の特色や風土に応じた民家がみられるよ

うになった。また，⑨京都などの都市では間口が狭く奥行きの長い「うなぎの寝床」とよ

ばれる町屋がみられるようになった。

　幕末以降の急速な西洋化は，日本の住居にも大きな影響を与えた。皇族や華族，⑩有力

な政治家などは西洋風の邸宅を積極的につくるようになり，その流れはしだいに一般の住

宅にも広まった。⑪大正時代には，「文化住宅」とよばれる住宅の形が流行した。ここで 

は，全体的なつくりは和風住宅であるが，洋風の応接間を設けるといった和洋折衷のつく

りがよくみられた。また，都市では住宅の需要の高まりを受けて集合住宅もみられるよう

になった。

　⑫太平洋戦争後には都市で住宅が著しく不足したことから，大都市の郊外にニュータウ

ンとよばれる住宅地がさかんにつくられるようになった。1990 年代ごろからは都市の再

開発が進んで，都心部で高層マンションなどが増えるようになった一方，⑬阪神・淡路大

震災などの経験を通して，耐震性を高めることが住宅づくりの重要な要素と考えられるよ

うになっている。
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〔１〕下線部①について，古墳時代につくられた古墳の周囲に置かれたものの資料とし

て最も適切なものを，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

 

〔２〕下線部②について，次の資料１は，ある寺院を建てることを命じた天皇の命令の一

部を示している。下線部ⓐの「私」とは誰のことか，天皇名を答えなさい。また，

下線部ⓑの寺は一般的に何とよばれているか，漢字３字で答えなさい。

　 　

資料１

〔３〕下線部③について，次の資料２は，平安時代に描かれた大和絵の代表的な作品で，

ある文学作品の場面を描いたものである。この文学作品の作者名を答えなさい。

ア イ ウ エ

　ⓐ私は徳の薄い身であるにもかかわらず，天皇という重い任務についてい

るが，いまだに民衆を教え導くには至らず，日夜恥ずかしい思いである。…

近年は凶作が続き，疫病も流行しており，恐れと恥ずかしさがつのり，自分

を責めるばかりである。…

　そこで広く民衆のために幸福を求めたい。…諸国にそれぞれ七重塔をつく

り，金光明最勝王経と妙法蓮華経を写させよ。私もまた金文字で金光明最勝

王経を写して一部ずつ納めようと思う。…国ごとの僧寺には五十戸と水田十

町を与え，尼寺には水田十町を与えよ。僧寺には二十人の僧を住まわせ，そ

の寺の名はⓑ金光明四天王護国之寺としなさい。尼寺には十人の尼を住まわ

せ，その寺の名は法華滅罪之寺としなさい。…

資料２
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〔４〕下線部④について，源頼朝と主従関係にあった武士は御家人とよばれ，御恩と奉

公の関係で結ばれていた。御恩と奉公の関係について述べた文として最も適切な

ものを，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア．将軍は御家人の先祖代々の領地を保障する代わりに，戦いが起こったときに

御家人は将軍のために命をかけて戦った。

イ．将軍は御家人の先祖代々の領地を保障する代わりに，御家人は領地で収穫し

た米を幕府に献上した。

ウ．将軍は御家人に対して京都や鎌倉の警備を命じる代わりに，戦いが起こった

ときに御家人は将軍のために命をかけて戦った。

エ．将軍は御家人に対して京都や鎌倉の警備を命じる代わりに，御家人は領地で

収穫した米を幕府に献上した。

〔５〕下線部⑤について，宋で禅宗を学んで日本に伝えた僧を，次のア～エから１つ選び，

記号で答えなさい。

ア．運慶　　　イ．行基　　　ウ．空海　　　エ．栄西

〔６〕次のア～エは，下線部⑥のころに起こったできごとを示している。ア～エを年代

の古い順に並べて，記号で答えなさい。

ア．農民から武器を取り上げて耕作に専念させる，刀狩令が出された。

イ．安土城が築かれ，城下町を楽市・楽座として自由な商売を行わせた。

ウ．武田氏の「甲州法度之次第」や今川氏の「今川仮名目録」などがつくられた。

エ．織田信長が，家臣の明智光秀に裏切られ，本能寺で自害した。

〔７〕下線部⑦について，次のような政策が行われた改革を何というか，答えなさい。

〔８〕下線部⑧で有名な「白川郷」が存在する県として正しいものを，次のア～エから

１つ選び，記号で答えなさい。

ア．福島県　　　イ．岐阜県　　　ウ．和歌山県　　　エ．島根県

・凶作に備えて農村に倉を設けて米をたくわえさせ，商品作物の栽培を制限した。

・江戸に出てきていた農民を故郷に帰そうとした。

・江戸の湯島聖堂の学問所で，朱子学以外の学問を禁じた。

・ 生活に苦しむ武士を救うため，旗本や御家人が商人からしていた借金を帳消しにした。
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〔９〕下線部⑨について，京都で起こった戦乱として正しいものを，次のア～エから１

つ選び，記号で答えなさい。

ア．保元の乱　　　イ．壇ノ浦の戦い　　　ウ．壬申の乱　　　エ．長篠の戦い

〔10〕下線部⑩について，次の資料３は，明治政府のある有力な政治家が，政府を去っ

た後に出した「民撰議院設立の建白書」の一部を示している。「民撰議院設立の

建白書」を提出し，のちに自由党を結成して党首となった人物名を答えなさい。

また，その人物は，「民撰議院設立の建白書」の中で明治政府のどのような状況

を批判しているか，表を参考にして，簡単に書きなさい。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

〔11〕下線部⑪について，大正時代に女性の地位向上を目指して活動し，新婦人協会の

設立にかかわった人物を，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア．樋口一葉　　　イ．津田梅子　　　ウ．平塚らいてう　　　エ．与謝野晶子

〔12〕下線部⑫について，太平洋戦争後に行われた民主化政策のうち，地主の土地を政

府が買い上げて小作人に安く売り渡し，その結果，多くの自作農が生まれた政策

を何というか，答えなさい。

〔13〕下線部⑬について，阪神・淡路大震災よりも後に起こったできごととして正しい

ものを，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア．ＰＫＯ協力法が成立した。　　　イ．アメリカで同時多発テロが発生した。

ウ．東西ドイツが統一した。　　　　エ．日中平和友好条約が結ばれた。

　私どもがつつしんで，今政権をどこにある

かを考えると，上は皇室にもなく，下は人民

にもなく，ただ一部の官僚に独占されていま

す。…法律や命令が，朝出ては夕方に改める

ありさまで，政治が私情によって行われ，賞

罰は愛憎によって決まり，言論の道が塞がれ

て困苦を訴えることもできません。…そこで

これを救う方法をたずねてみましたが，ただ

天下の公議をのばすほかはありません。天下

の公議をのばすには，民撰議院を立てるしか

ありません。…

資料３

表：1874 年の明治政府の中心人物
官職 人物名 出身

太政大臣 三条実美 公家
右大臣 岩倉具視 公家
文部卿 木戸孝允 長州藩
内務卿 大久保利通 薩摩藩
外務卿 寺島宗則 薩摩藩
大蔵卿 大隈重信 肥前藩
司法卿 大木喬任 肥前藩
工部卿 伊藤博文 長州藩
海軍卿 勝安芳 幕臣
陸軍卿 山県有朋 長州藩
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Ⅲ．裕太さんと彩奈さんが，2020 年に起こったできごとについて話している。次の会話
文を読んで，以下の問いに答えなさい。

裕太： 「2020 年は東京都知事選挙が行われたね。立候補した人の数が 22 人もいて，ポ

スターを貼る掲示板の大きさに驚いたよ。」

彩奈： 「都道府県知事選挙の選挙期間は，参議院議員選挙と同じ 17 日間もあって，日

本の①選挙では最も長い期間になっているのね。②衆議院議員総選挙の方が期

間が短いのは意外だったわ。」

裕太： 「おそらく，選挙区の広さの違いが，選挙期間の長さに反映されているんだと思

うよ。参議院議員選挙や都道府県知事選挙は，その都道府県全体が１つの選挙

区になるからね。」

彩奈：「選挙に立候補するときは，一定の金額を納めなければならないって聞いたわ。」

裕太： 「供託金のことだよね。一定以上の得票数を得た場合は返還されるんだよ。当選

を目的とせず，売名目的での立候補を防ぐねらいがあると聞いたことがあるよ。

それ以外にも，③選挙には細かいルールがあって，候補者や協力者がルールに

違反していないかどうかを確認するのが大変みたいだよ。」

裕太：「コンビニなどでレジ袋が有料になったね。」

彩奈： 「④法律が改正されて，⑤小売店でのレジ袋が有料化されたからね。私のお母さ

んも，いつもエコバッグを持ってスーパーに行くのに，昨日はうっかり忘れて

しまってレジ袋を買ったと言っていたわ。」

裕太： 「⑥経済産業省は，海洋プラスチックごみの問題とか，資源の節約とかを理由に，

国民に対して協力をよびかけているね。」

彩奈： 「レジ袋そのものも，微生物によって分解されるプラスチックや，植物由来のバ

イオマス素材を多く配合したものに変えていくことを推進しているわ。」

裕太： 「ぼくたちが何気なく送っている⑦生活のスタイルを変えることは，不便がとも

なうことも多いけれど，環境とのかかわりも考えていかなければならない時代

なんだね。」

〔１〕下線部①について，日本の選挙制度に関して述べた次の文中の　Ａ　にあてはま

る数字，　Ｂ　にあてはまる国会の種類を漢字４字で，　Ｃ　にあてはまる語句

を，それぞれ答えなさい。

　衆議院が解散されたとき，その日から　Ａ　日以内に衆議院議員総選挙が

行われ，選挙の後に　Ｂ　が開かれて，内閣総理大臣の指名が行われる。近

年では，若い世代を中心に投票率が低迷していることから，投票時間の締め

切りを延長したり，投票日より前でも簡単な手続きで投票できる　Ｃ　投票

の制度を整えたりしている。
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〔２〕下線部②について，衆議院には，いくつかの点で参議院より優越した権限が与え

られている。衆議院の優越が認められていることを，次のア～エから１つ選び，

記号で答えなさい。

ア．憲法改正の発議　　　イ．弾劾裁判の実施

ウ．予算の議決　　　　　エ．国政調査権の発動

〔３〕下線部③について，選挙運動に関する細かいルールを定めている法律を何という

か，答えなさい。

〔４〕下線部④について，次の表は，近年の法律案の提出数と成立数を，内閣提出と国

会議員提出に分けて示している。日本の法律案の成立率にみられる特色を簡単に

書きなさい。

〔５〕下線部⑤について，小売店ではクレジットカードや電子マネー，ＱＲコード決済

など支払い手段が多様化しているほか，バーコードを用いて商品の売れ行きや在

庫などを管理するＰＯＳシステムを導入するなど，情報通信技術を取り入れる動

きが進んでいる。こうした情報通信技術の略称を何というか，アルファベットで

答えなさい。

〔６〕下線部⑥と同じ中央省庁の一つで，社会福祉や雇用といった，国民の生活の向上

にかかわる仕事を担っている行政機関を，次のア～エから１つ選び，記号で答え

なさい。

ア．国土交通省　　　イ．法務省　　　ウ．防衛省　　　エ．厚生労働省

〔７〕下線部⑦について，近年では日本にもさまざまな国の出身者が暮らし，多様な生

活のスタイルをもつ人々が身近に暮らすようになっている。また，貿易によって

多くの輸入品が日常的にみられるようになっている。このように，人や物，情報

などが国境を越えてさかんに行き来することを　　　化という。　　　にあては

まる語句をカタカナで答えなさい。

表
内閣提出 国会議員提出

提出数 成立数 提出数 成立数
2016 年 75 68 198 31
2017 年 75 71 164 12
2018 年 78 73 159 29
2019 年 72 68  96 22

 （内閣法制局資料をもとに作成）
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