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６．余白は自由に使って良い。

特別進学コース



特進－ 1

1 　世界の地理について，以下の問いに答えなさい。

　問１ 　⑴ 　地図中のＡ～Ｃは，世界の海洋である。それぞれの海洋名を答えなさい。

　　　　⑵ 　地図中のあ～うについて，これらの線は赤道の位置を示している。正しいものを選

んで記号で答えなさい。

　問２ 　東アジアの地理に関する下記の文章を読んで，以下の問いに答えなさい。

　　 　東アジアは変化に富んだ地形と気候であり，中国東南部や朝鮮半島南部などでは四季が明

瞭で，① 東部と南部においては，風の向きが季節により逆になる。気候の変化の影響から

地域によって降水量のばらつきも見られ，それにより②稲作と畑作，牧畜を行う地域に分

かれる。また近年工業化が進むアジアにおいては，③アジアの国どうしでの貿易が盛んに

なっている。

　　 　我々が住む日本は，環太平洋造山帯に属しているため④地震や火山の噴火が多い国であ

るが，島国であるため，水産資源が豊富である。⑤領土沿岸から200海里までの領域は，魚

などの水産資源や，石油や天然ガスなどの鉱物資源を沿岸国が管理することができる。そし

て，温暖湿潤地域である日本の地形においては，⑥河川の影響を受けており，そのため平

野や盆地が数多くある。

　　⑴ 　下線部①について，この風のことを何というか答えなさい。
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　　⑵ 　下線部②について，以下の地図のＡ～Ｃの地域で栽培又は生産されるものとして正しい

ものをア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　【　降水量：mm ，標高：m ，気温：℃　】 

　　⑶ 　下線部③について，経済的な結びつきを強めるため東南アジアで1967年に結成した国際

組織名をアルファベットで答えなさい。

　　⑷ 　下線部④について，2016年４月14日の熊本地震において，阿蘇山で小規模な噴火が発生

した。阿蘇山のように火山の活動によりできた凹地（陥没地）を何というか答えなさい。

　　⑸ 　下線部⑤について，これを何というか漢字で答えなさい。

　　⑹ 　下線部⑥について，下記の写真は広島平野である。このように河川によって運ばれた土

砂が河口付近に堆積することにより形成された地形を何というか答えなさい。

300mm3
3000m00m0m

－6℃－

10℃10℃0℃

AA

BB

1200mmCC

800mm8

500m55000m0m

Ａ Ｂ Ｃ
ア
イ
ウ
エ

水稲・トウモロコシ
牧畜
牧畜

水稲・トウモロコシ

水稲・小麦
水稲・トウモロコシ
水稲・小麦
牧畜

牧畜
水稲・小麦

水稲・トウモロコシ
水稲・小麦



特進－ 3

2 　 日本における外交の歴史について，以下の問いに答えなさい。

　問１ 　次のA～Eの文章を読んで，以下の問いに答えなさい。

　　A 　①北京郊外での日中の武力衝突をきっかけに戦争が勃発した。日本軍は苦戦を強い

られ，戦争は長期化した。

　　B 　日本は百済を助けるために大軍を送ったが，②新羅と唐の連合軍に敗れた（白村江

の戦い）。その後，唐と新羅の攻撃に備えて中大兄皇子が各地に防御施設を整備した。

　　C 　明の征服をめざして，諸大名が15万人の大軍を朝鮮に派遣した。日本の軍勢は，首都

漢城（ソウル）を占領して北部に進んだが，各地で朝鮮の民衆による義兵が抵抗運動を

起こした。朝鮮南部では，③朝鮮水軍が優位に立ち，日本からの補給路をたった。

　　D 　日本と清が朝鮮で衝突し，戦争が勃発した。日本は戦いを優位に進め，④下関条約

を締結した。

　　E 　フビライが日本を従えようとしてたびたび使者を送ってきたが，これを北条時宗が退

けたため，⑤文永の役と弘安の役の二度に渡って日本に襲来した。

　　⑴ 　下線部①について，この武力衝突のことを何というか漢字五字で答えなさい。

　　⑵ 　下線部②について，新羅の位置を下の地図中のア～エから一つ選んで記号で答えなさい。
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　　⑶ 　下線部③について，この朝鮮水軍を指揮した下の写真の人物の名前を漢字三字で答えな

さい。

　　⑷ 　下線部④について，この条約で決められたものに当てはまらないものを次のア～エから

一つ選んで記号で答えなさい。

ア．清が日本に賠償金２億両（テール）〈当時の日本円で約３億1000万円〉を支払うこと

イ．清が朝鮮の独立を認めること

ウ．清が日本に北緯50度以南の樺太（サハリン）を割譲すること

エ ．清が日本に台湾を割譲すること

　　⑸ 　下線部⑤について，二度にわたって日本を武力で征服しようとした理由を，以下の語句

を必ず使って説明しなさい。

　　　　【　フビライ　，　北条時宗　】

　　⑹ 　文章A～Eを年代の古い順から並び替えて解答欄に合うように答えなさい。

　問２ 　下の写真は将軍の代替わりごとに日本に派遣された朝鮮からの使節である。その名前を

答えなさい。また，この使節は対馬藩を介して

来日したが，対馬は現在のどの県であるか答え

なさい。

　問３ 　鎖国下の日本とその周辺地域について当てはまるものを，次のア～ウから一つ選んで記

号で答えなさい。

ア ．日本は中国の上質な絹織物，東南アジアの品物を必要としていたので，中国人やキリ

スト教の布教を行わないイギリスと，長崎で貿易を行った。

イ ．独立を保っていた琉球王国は，薩摩藩に攻められて服属したが，国際的には独立国

で明や清にも朝貢をして貿易も行っていた。

ウ ．蝦夷地にはアイヌ民族が住んでおり，千島列島や樺太（サハリン），中国大陸の黒竜

江流域の人々と交易をしていたが，和人との関わりは無かった。
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3 　下記の（Ａ）～（Ｄ）の写真を見て，以下の問いに答えなさい。

　問１ 　（Ａ）～（Ｄ）に関係する語句の組み合わせとして正しいものを，次のア～エから一つ

選んで記号で答えなさい。

　　　ア．（Ａ）＝羅生門　　　（Ｂ）＝蘭学　　　　（Ｃ）＝文明開化　　（Ｄ）＝元禄文化

　　　イ．（Ａ）＝蘭学　　　　（Ｂ）＝羅生門　　　（Ｃ）＝元禄文化　　（Ｄ）＝文明開化

　　　ウ．（Ａ）＝文明開化　　（Ｂ）＝元禄文化　　（Ｃ）＝羅生門　　　（Ｄ）＝蘭学

　　　エ．（Ａ）＝元禄文化　　（Ｂ）＝文明開化　　（Ｃ）＝蘭学　　　　（Ｄ）＝羅生門

　問２ 　（Ａ）の人物について，「天は人の上に人をつくらず，人の下に人をつくらず」という言

葉を著した書を何というか答えなさい。

　問３ 　（Ｂ）の作品は，菱川師宣の『見返り美人図』である。このように庶民の風俗を描いた

絵画を何というか漢字三字で答えなさい。

　問４ 　（Ｃ）の人物が活躍した大正時代について正しいものを，次のア～エから一つ選んで記

号で答えなさい。

　　　ア ．納税額による制限を廃止して，満25歳以上の男子に選挙権をあたえる普通選挙法を成

立させた。

　　　イ．将軍の代がわりごとに，参勤交代が行われることが慣例となった。

　　　ウ．鳩山一郎内閣によって日ソ共同宣言が調印された。

　　　エ．陸奥宗光外務大臣は，領事裁判権を撤廃した日英通商航海条約を結んだ。

　問５ 　（Ｄ）は，ヨーロッパの解剖書を翻訳した「解体新書」である。これを中心となって翻

訳した人物を答えなさい。

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ）
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4 　下記の地図を見て，以下の問いに答えなさい。

　問１ 　地図中のＡ～Ｄの文明について，２つの川の間で栄えた文明を何というか答えなさい。

また，その文明を地図中のＡ～Ｄから一つ選んで記号で答えなさい。

　問２ 　次のア～ウの文章は，各地で誕生した宗教に関連する文章である。ア～ウの宗教の創始

者名（開祖）を答えなさい。また，その宗教の発祥の地を地図中の①～⑤から一つ選んで

番号で答えなさい。

　　　ア ．７世紀に誕生し，唯一の神アラーを信仰する宗教である。経典コーランには，生活か

ら政治，経済までを規定している。

　　　イ ．この宗教は，1549年に宣教師によって日本に伝えられた。また，1582年には，日本か

ら使節団を派遣し，ヨーロッパ各地で熱烈な歓迎を受けた。

　　　ウ ．前５世紀ごろに誕生し，日本には６世紀半ばに経典が百済から朝廷におくられ伝わっ

た。飛鳥文化では，この宗教を象徴する法隆寺が建設された。

　

A
B C D

⑤

③
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DD
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問３ 　次のａ～ｃの資料は，各文明で発見された文字である。ａ～ｃの資料について，地図中の

Ａ～Ｄからそれぞれ選んで記号で答えなさい。

　　　　ａ　　　　　　　　　　　　　ｂ　　　　　　　　　　　　　ｃ

　問４ 　 地図中の　　　　は何を表しているか，解答欄に合うように答えなさい。
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5 　下記の文章は中学生の花子さんと母親の会話です。二人の会話を読んで，以下の問いに答え

なさい。

花子さん： 公民の授業で税について調べる課題が出たわ。身近な消費税のことくらいしか分か

らなくて困っているの。お母さん教えてもらってもいいかな？

母　親　：そうだね，税金の種類はとてもたくさんあるのよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　また，国税，地方税に分類されているの。

花子さん： 個人だけでなく①企業も税金を納めているのね。政府はこれだけたくさんの税金

を何に使っているの？

母　親　： 企業の公共事業に対する補助金や，②社会保障などの公共サービスに使っている

のよ。

　　　　　国の歳入は租税によるものが全体の約45％で，それより多いのは（　１　）なの。

花子さん：えっ，（　１　）が多いと良くないの？

母　親　：将来世代への負担が大きくなるし，健全な財政とはいえないわ。

花子さん： そうなのね。これから日本は総人口が減り，ますます③少子高齢化が進むと言わ

れているのに，税金を増やしたりしなくても大丈夫なのかな？

母　親　： 税金だけを増やしても，企業や個人の所得が上がらなければ苦しくなるだけなのよ。

うちは所得が高くないのに，税金がたくさんあるから大変なのよ。

花子さん：なるほどね。まずは④景気が良くならなければいけないのね。

母　親　： 景気や物価に影響を与えるために，中央銀行は銀行の資金量や貸出量を調整する

（　２　）を行っているのよ。

花子さん：政府だけでなく，銀行も様々な仕事を通じて景気を安定させようとしているのね。

　　　　　ありがとう，お母さん。とても勉強になったわ。

　問１ 　文中の空欄Ａについて当てはまるものを，次のア，イから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　ア．消費税やたばこ税などの直接税，所得税や法人税などの間接税が代表的ね。

　　　イ．消費税やたばこ税などの間接税，所得税や法人税などの直接税が代表的ね。

　問２ 　文中の（１），（２）について，当てはまる語句を答えなさい。
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　問３　下線部①について，次のグラフは日本の完全失業率と有効求人倍率のグラフである。

　　　このグラフについて，以下の問いに答えなさい。

　　⑴ 　2008年に発生し，このグラフに大きな影響を与えている世界的な出来事を漢字六字で答

えなさい。

　　⑵ 　⑴の出来事が発生した際，多くのアルバイト，パート，派遣労働者，契約労働者が契約

期間の途中で雇用を打ち切られた。こういった雇用形態の労働者を何というか漢字六字で

答えなさい。

　問４ 　下線部②について，社会保障の根拠は憲法第25条である。憲法第25条で保障されており，

社会権の一つとなるこの権利を答えなさい。

　問５ 　下線部③について，少子高齢化の問題点に関する説明として当てはまらないものを，次

のア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　ア．社会に占める働き手の量が減る。

　　　イ．社会保障費が増えるため，国民一人あたりの経済的な負担が重くなる。

　　　ウ．国全体の貯蓄率が減少するため，資本の蓄積が難しくなる。

　　　エ．高齢者の医療費は全額自己負担であるため，社会保障費の国民負担率が減る。

問６　下線部④について，好況時の状況を以下の語句を必ず使って簡潔に説明しなさい。

　　　【　賃金，企業の生産，消費　】

200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6

完全失業率
有効求人倍率

総務省統計局　「労働力調査」より作成
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6 　下記の文章を読んで，以下の問いに答えなさい。

　日本では，明治維新を経て1889年，①大日本帝国憲法（明治憲法）を発布しました。

大日本帝国憲法の下で，②天皇を中心とした政治がおこなわれていました。そこでは国

民は天皇の「（ A ）」とされ，その義務は兵役，納税とされ自由権的な権利は認められて

いました。しかしこれは人間が生まれながらに持つ権利を保障したものではなく，天皇か

ら与えられた権利であり，法律によって制限できるものでした。この時期，実際に③国

や政府を批判する政治活動がしばしば抑圧されました。　

　日本は，1945年にポツダム宣言を受け入れて，第二次世界大戦が終わり，憲法改正に取

り組むことになりました。その後政府は，GHQの作成した原案をもとに憲法改正草案を

つくり，帝国議会で審議・修正され日本国憲法として公布・施行されました。④日本国

憲法は，前文において国民主権の原理を宣言するとともに，その第１条において天皇は日

本国および日本国民統合の（ Ｂ ）として規定しています。

　日本では，⑤国の権力を国会・内閣・裁判所が独立して担当しています。国会は，主

権者である国民の代表機関であり，日本国憲法は「国権の（ Ｃ ）であって，国の唯一の

立法機関である」（第41条）と規定しています。

　⑥内閣は，行政の各部門の仕事を指揮監督し，国会の定めた法律にもとづいて，政策

を実行する行政機関です。日本国憲法では「行政権は内閣に属する」（第65条）と規定し

ています。

　裁判所は，法律にもとづいて争いごとを解決することによって，国民のさまざまな権利

を保障し「法の支配」を実現する司法機関です。日本の司法制度については，いくつかの

問題点が指摘され，司法制度改革がおこなわれました。その一環として，国民の良識を裁

判に反映させ，司法をより身近なものにするため，2009年から⑦裁判員制度がはじまり

ました。

　問１ 　文中の（ A ）について，「天皇と皇族以外の国民」を何というか漢字二字で答えなさい。

　問２ 　文中の（ Ｂ ），（ Ｃ ）について，当てはまる語句を漢字で答えなさい。

　問３ 　下線部①について，この憲法はドイツの憲法を参考にして作成された。ドイツの憲法の

特徴として当てはまるものを，次のア～ウから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　ア．君主権の強い憲法　　　　イ．民主主義の理念が盛り込まれている憲法

　　　ウ．三権分立の理念
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　問４ 　下線部②についての説明文として誤っているものを，次のア～ウから一つ選んで記号で

答えなさい。

　　　ア．裁判は，天皇の名においておこなわれていた。

　　　イ．帝国議会の議員は，すべて天皇によって選ばれていた。

　　　ウ．軍隊を指揮・命令する統帥権は，政府や議会から独立していた。

　問５ 　下線部③について，1925年に制定された法律名を答えなさい。

　問６ 　下線部④について，日本国憲法第９条には平和主義の内容が記されている。この９条に

記されている内容として誤っているものを次のア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　ア．戦力の不保持　　　イ．核の廃絶　　　ウ．交戦権の否認　　　エ．戦争の放棄

　問７ 　下線部⑤について，フランスの思想家で『法の精神』を著し，権力分立を唱えた人物名

を答えなさい。

　問８ 　下線部⑥について，内閣が憲法に定められた天皇の国事行為に対して，行わなければな

らない内容を二つ答えなさい。

　問９ 　下線部⑥について，内閣の権限として誤っているものを，次のア～エから一つ選んで記

号で答えなさい。

　　　ア．政令の制定をおこなう。

　　　イ．弾劾裁判所を設置し裁判官の裁判をおこなう。

　　　ウ．最高裁判所長官の指名をおこなう。

　　　エ．外交関係の処理をおこなう。

　問10 　下線部⑦について，下記の説明文ａ，ｂの正誤の組み合わせとして正しいものを，次の

ア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　ａ．裁判員は有権者からくじで選ばれ，特定の場合を除いて辞退することはできない。

　　ｂ ．裁判員は重大な刑事裁判に参加し，裁判官とともに被告人の有罪・無罪の判断や刑の内

容を決める。

　　　ア．ａ－正　ｂ－正　　　　イ．ａ－正　ｂ－誤

　　　ウ．ａ－誤　ｂ－正　　　　エ．ａ－誤　ｂ－誤


