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１．試験開始の合図があるまで，この冊子を開いて見ないこと。

２．解答は必ず解答用紙の指定された箇所に記入すること。

３．問題・解答用紙に落丁，乱丁，印刷不明な箇所があれば申し出ること。

４．問題・解答用紙の指定欄の太枠内に，受験番号を忘れずに記入すること。

５．問題・答案は試験終了後，監督員の指示によって回収するので，終了の合図まで

そのまま静かに着席していること。

６．余白は自由に使って良い。

特別進学コース



特進－ 1

1 　日本および世界の地理について，以下の問いに答えなさい。

　問１ 　地図中のＡ～Ｃは，日本における工業地帯・工業地域である。組み合わせが正しいもの

をア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　ア．　Ａ─阪神工業地帯　　　　Ｂ─瀬戸内工業地域　　　Ｃ─京浜工業地帯

　　　イ．　Ａ─京浜工業地帯　　　　Ｂ─阪神工業地帯　　　　Ｃ─瀬戸内工業地域

　　　ウ．　Ａ─瀬戸内工業地域　　　Ｂ─京浜工業地帯　　　　Ｃ─阪神工業地帯

　　　エ ．　Ａ─京浜工業地帯　　　　Ｂ─瀬戸内工業地域　　　Ｃ─阪神工業地帯

　問２ 　地図中の矢印ａ～ｃについて，日本における海流の名称の組み合わせが正しいものをア

～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　ア．　ａ─対馬海流      ｂ─黒潮（日本海流）   ｃ─リマン海流

　　　イ．　ａ─親潮（千島海流）   ｂ─リマン海流     ｃ─黒潮（日本海流）

　　　ウ．　ａ─黒潮（日本海流）   ｂ─対馬海流      ｃ─親潮（千島海流）

　　　エ ．　ａ─対馬海流      ｂ─黒潮（日本海流）   ｃ─親潮（千島海流）

　問３ 　地図中の破線部で挟まれている地域について，この地域は何と呼ばれているか答えなさい。
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　問４ 　次の文章を読んで，以下の問いに答えなさい。

　東南アジア及び南アジアは①赤道に近く，熱帯の暑さと季節風のもたらす雨を活かした

農業が行われており②米の輸出が世界一位の国も東南アジアである。この地域は③植民

地支配されていた時期があり，地域の特産物が輸出用に多く栽培されている。そのため，

以前は特定の農産物の輸出に頼った経済であったが，第二次世界大戦後に独立した国々が

④東南アジア諸国連合を立ち上げ，現在では経済・政治・安全保障などあらゆる分野で

協力する中で発展している。

　　⑴ 　下線部①について，赤道の位置を地図中Ａ～Ｄから一つ選んで記号で答えなさい。

　　⑵ 　下線部②について，写真のような階段状の水田を何というか答えなさい。

　　⑶ 　下線部③について，空欄　（　ａ　）～（　ｃ　）に入る国名の組み合わせが正しいも

のをア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

国
フィリピン
インドネシア
ベトナム
カンボジア
シンガポール

旧支配国
（　ａ　）
オランダ
（　ｂ　）
フランス
（　ｃ　）

ア イ ウ エ
ａ
ｂ
ｃ

イギリス
フランス
アメリカ

イギリス
アメリカ
フランス

アメリカ
イギリス
フランス

アメリカ
フランス
イギリス
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　　⑷ 　下線部④について，次の説明の中で正しいものをア～ウから一つ選んで記号で答えなさい。

ア．石油などの鉱物資源に依存する経済も「モノカルチャー」経済と呼ばれる。

イ．大規模農場である「インフレーション」の経営が行われている。

ウ．「ＢＲＩＣｓ」では経済協力だけでなく政治的な統合を強めている。

2 　次の文章を読んで，以下の問いに答えなさい。

１．きゅうりやなすなどの促成栽培が盛んであり，かつお・まぐろの①水揚げが多い港も

ある。

２．戦時中には原子爆弾を投下された。現在は平和記念都市を宣言し，水産業と造船・自

動車産業が盛んである。

３．②瀬戸内工業地域の中心である水島コンビナートがあり，（　Ａ　）で四国と結ばれて

いる。

４．（　Ｂ　）の灌漑により，長いもやらっきょうを栽培している。また，日本なしの生産

量も国内有数である。

５．（　Ｃ　）地形で有名な秋吉台，漁業の基地である下関，石油化学工業の発達した周南

がある。

６．日当たりの良い山の斜面を利用したみかんの栽培が盛んである。③複雑な海岸地形を

利用した養殖も行われている。

７．吉野川流域の平野ではビニールハウスを利用した施設④園芸農業が盛んである。２つ

の橋で京阪神と繋がっている。

８．出雲や石見など史跡が数多く残る。漁獲量は中四国でもっとも高くカニやアジ，シジミ

が有名である。

９．全国で最も面積が小さく，降水量が少ない（　Ｄ　）平野にはため池が多く見られる。

　問１ 　１～９のうち県名と県庁所在地が異なるものをすべて選んで番号で答えなさい。
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　問２ 　文中の空欄（　Ａ　）～（　Ｄ　）に入る語句の組み合わせが正しいものをア～オから

一つ選んで記号で答えなさい。

　問３ 　下線部①について，近年は漁獲量が減少している理由として当てはまらないものをア～

エから一つ選んで記号で答えなさい。

ア．原油価格の高騰によって燃料費が上がり採算が合わなくなった。

イ．世界各国が経済水域を設定し，漁獲量が制限された。

ウ．食生活の変化によって海産物の消費量が大きく変化した。

エ ．沿岸部の環境悪化や埋め立てによって漁場が減った。

　問４　下線部②について，工業地帯として発展した理由を輸送手段に触れて説明しなさい。

　問５　下線部③について，この地形は何か答えなさい。

　問６　下線部④について，次の統計に茨城県と千葉県が入る理由を説明しなさい。

　　　　　　　　『平成26年　農林水産統計』

ア
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

瀬戸大橋
鳥取砂丘
カルスト
讃岐

イ
瀬戸大橋
宍道湖
カルスト
岡山

ウ
明石海峡大橋
鳥取砂丘
フィヨルド
岡山

エ
しまなみ海道
鳥取砂丘
フィヨルド
讃岐

オ
しまなみ海道
宍道湖
カルスト
讃岐

都道府県 産　出　額順位
１
２
３
４
５

北海道
茨　城
鹿児島
千　葉
宮　崎

11.110
4,292
4,263
4,151
3,326

農業産出額 上位５都道府県（単位：億円）
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3 　次の略年表を見て，以下の問いに答えなさい。

問１ 　Ａのころ，朝鮮半島で起きた倭国・百済連合軍

と，唐・新羅連合軍の戦いを何というか，解答欄

に合うように答えなさい。

問２ 　①の期間中，朝鮮半島や中国大陸の沿岸部や一

部内陸および，東アジア諸地域において海賊行為

をおこなった日本人のことを何というか，漢字二

字で答えなさい。

問３ 　Ｂのころ，イギリスでは伝統的な法を守らない

国王を議会が追放して新たな国王を迎えた。この

1688年におきた革命を何というか，漢字四字で答

えなさい。

問４ 　②の期間中，アヘン戦争がおこった。下の図を

見て以下の問いに答えなさい。

　　図

　　⑴ 　イギリス・インド・清で行われた三角貿易に

ついて，図中Ｘに当てはまる語句を答えなさい。

　　⑵ 　この戦争の講和条約を何というか，答えなさ

い。

世紀 日本の主なできごと

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ａ　大化の改新

　　遣唐使の廃止

　　平治の乱

　　御成敗式目の制定

　　　　①

　　本能寺の変

Ｂ　第５代将軍徳川綱吉の
　　文治政治

　　　　②

　　太平洋戦争
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4 　次の文章を読んで，以下の問いに答えなさい。

　①第一次世界大戦がはじまると，欧米列強のアジアへの関心がうすれたのを機に，1915

（大正４）年，日本は中国に対して，中国の主権をおかす二十一か条の要求を強引に認め

させた。大戦後，中国はドイツ権益の返還を主張したが，パリ講和会議でこれが無視され

ると，中国の反日感情は爆発した。北京での学生集会をきっかけに中国国内での反日運動

がおこり，帝国主義に対する国民運動へと発展した。また同じ頃，朝鮮のソウル（京城）

でも日本からの独立を宣言する文章を発表し，人々は「独立万歳」をさけんでデモ行進を

おこなった。インドでは，第一次世界大戦に協力すれば，自治を認めるという約束をイギ

リスが守らなかったため，非暴力・不服従を唱えるガンディーの指導により，完全な自治

を求める運動が高まった。

　②第二次世界大戦では，ドイツがユダヤ人を徹底的に差別し，アウシュビッツなど各

地の強制収容所に送り，労働を行わせ殺害した。

　問１ 　右の図はこの大戦の背景である，バルカン

半島の情勢を表したものである。この半島は

多くの民族，多くの宗教が共存し，ロシア，

イギリスをはじめとする列強が介入して紛争

が絶えなかったことから，何と呼ばれていた

のか答えなさい。

　問２ 　下線部①に関係する文章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。

　　ア ．1914（大正３）年にイタリアの皇太子夫妻がセルビア人の青年に暗殺されたことがきっ

かけではじまった。

　　イ ．ドイツ・オーストリアを中心とする連合国とイギリス・フランス・ロシアを中心とする

同盟国に分かれて行われた。

　　ウ ．ヨーロッパ諸国では，大量の兵士が前線に動員され国内の働き手が不足したので，女性

が兵器の製造工場やバスの車掌に動員された。

　　エ ．この戦争では，各国が科学技術や資源を総動員して，機関銃や戦車，原子爆弾などの新

兵器が投入され，大量の死傷者が出た。
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　問３ 　波線部について，以下の問いに答えなさい。

　　⑴ 　この運動を何というか答えなさい。

　　⑵ 　二十一か条の要求を日本から突きつけられたときに，その大部分を認めた当時の中国の

臨時大総統の名前を答えなさい。

　問４ 　下線部②について，以下の問いに答えなさい。

　　⑴ 　第二次世界大戦に関係する写真として当てはまらないものを，ア～エから一つ選んで記

号で答えなさい。

　　ア．　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ．

　　ウ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ ．

　　⑵ 　第二次世界大戦後，植民地支配されていた国々での独立運動が活発化した結果，多くの

植民地が独立を果たした。しかし，紛争や飢餓になやまされている国が多く，北半球に多

い先進工業国との経済格差が広がっている。この経済格差のことを南北問題というが，発

展途上国の中でも，資源保有国と資源非保有国との間で経済格差が広がっている。これに

伴う問題のことを何というか，漢字四字で答えなさい。
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5 　次の文章を読んで，以下の問いに答えなさい。

　　A　①後鳥羽上皇は幕府を倒そうと兵をあげたが敗れた。

　　B　江戸幕府は②大名統制のために様々な政策を行った。

　　C　③源平の争乱後，源頼朝によって鎌倉に武家政権が誕生した。

　　D　 ④東山文化は，禅宗の影響を受けた簡素で味わいの深い文化である。

　問１ 　下線部①について，関係する作品をア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　【　ア．徒然草　　　　イ．平家物語　　　ウ．方丈記　　　　エ．新古今和歌集　】

　問２ 　下線部②について，当てはまらないものをア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　【　ア．外様大名　　　イ．徳政令　　　　ウ．武家諸法度　　エ．参勤交代　】

　問３ 　下線部③について，平氏や源氏が発展した理由を下の家系図を参考にして答えなさい。

　　　　清和天皇―□―（源）経基―満仲―頼信―頼義―義家―義親―為義―義朝―頼朝

　　　　桓武天皇―□―□―（平）高望―国香―貞盛―維衡―□―□―正盛―忠盛―清盛

　問４ 　下線部④について，関係するものをア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　ア．　　　　　　　　　　　　　　　イ．

　　ウ．　　　　　　　　　　　　　　　エ ．

　問５　A～Dの出来事を年代の古い順に並べ，記号で答えなさい。
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6 　次の二人の会話を読んで，以下の問いに答えなさい。

花子さん： 週末，九州に旅行に行ってきたのよ。①佐賀県では弥生時代の人びとが生活し

ていたムラの跡を見学したわ。

太郎さん： あの物見やぐらがあるところだね。九州にはどのようにして行ったの。

花子さん： 車で高速道路を利用して行ったのよ。関門海峡では砲台跡を見学したわ。

太郎さん： ②幕末に起きたあの事件で使われた砲台跡だね。

花子さん： 福岡県ではテーマパークに行って，いろんなアトラクションを楽しんだわ。

太郎さん： ③下関条約で得た賠償金をもとに建設された工場の跡地に作られたテーマパー

クだね。

花子さん： 来年は④四国に行こうって話をしているのよ。

太郎さん： それは楽しそうだね。僕は来月，⑤京都・奈良に行く予定なんだ。

花子さん： そうなんだね。私もいつか京都や奈良に行ってみたいな。

　問１ 　下線部①の遺跡の名称を答えなさい。

　問２ 　下線部②について，当てはまるものをア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　ア．源義経らによって平氏が滅ぼされ，源平の争乱が終結した。

　　イ．生麦村で大名行列を横切ったイギリス人が殺害された。

　　ウ．尊皇攘夷運動の中心にいた長州藩が外国船を攻撃した。

　　エ ．幕府の対外政策を批判したとして松下村塾を開いた人物が処刑された。

　問３ 　下線部③について，国内での鉄鋼生産の大部分を占め，日本の重化学工業発展の基礎と

なった工場の名称を答えなさい。

　問４ 　下線部④について，土佐藩出身の写真の人物に関係する出来事をア～エから一つ選んで

記号で答えなさい。

　　ア．政府の中心人物として憲法の制定に力をつくした。

　　イ．立憲改進党を結成し，1898年と1914年には総理大臣を務めた。

　　ウ．薩長同盟の仲立ちをしたが，京都で暗殺された。

　　エ ．立志社をつくり自由民権運動の中心人物として活躍した。
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　問５ 　下線部⑤について，次のア～エの出来事を年代が古い順に並べた時，三番目にくる出来

事を記号で答えなさい。

　　ア．京都の北山に公家の文化と武家の文化を融合させた金閣が建てられた。

　　イ．仏教の力によって国家を守るため東大寺に大仏が作られた。

　　ウ．『源氏物語』など，女性による文学作品が多く生まれた。

　　エ ．法隆寺の釈迦三尊像に代表される文化が栄えた。

7 　次の文章を読んで，以下の問いに答えなさい。

　社会科の公民の授業で学んだことを整理してみると次のようになります。

　日本国憲法は1947年５月３日に施行されて以降，改正されていませんが，国の基本法で

あるため，その改正については特別の手続きが定められています。①憲法改正は，第96

条をもとに2007年に制定された国民投票法によって具体的に定められています。

　次に三権分立についてそれぞれの仕事を見てみると，内閣の仕事は，②国会の信任に

基づいて政治を行い，国会に対して連帯して責任を負います。また，外交関係の処理や条

約の締結を行い，予算案を作成し国会に提出することや，社会保障制度の整備を行う。国

会の仕事は，内閣総理大臣の指名，法律の制定や予算の審議と議決のほか，憲法改正の発

議も行っています。それらを③衆議院と④参議院に分かれて審議をしています。

　裁判は，適正な手続きによって公正中立に行わなければなりません。そのため，国会や

内閣などから独立し，抑制と均衡を保つことで権力の濫用を防止しています。裁判所は通

常の裁判を行うとともに，特に⑤国会によってつくられた法律や内閣が行う命令，規則，

処分が憲法に違反していないかどうかを，具体的事件を通して審査します。また，2009年

からの司法制度改革により，国民の⑥刑事裁判への参加が実現しました。

　経済においては，私たちの身の回りの商品は⑦需要と供給の働きにより価格が決まって

います。また，政府や⑧日本銀行は景気を調節するために様々な政策を行っています。他

にも政府は高度経済成長期に発生した⑨公害問題や，現代の社会で問題となっている⑩労

働問題などの対策を行っています。

　こんにち，世界各国で国境を越えて商品やお金が行き交うグローバル化が進んでいます。

しかし，世界各国では国家の⑪領域をめぐって紛争やテロがおこっています。今こそ⑫国

際連合を中心に，世界平和に向かって各国が手を取り合う時だと考えます。
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　問１ 　下線部①について，国会が憲法改正を発議する手続き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。

　　　ア．各議院の総議員の３分の１以上の賛成　　イ．各議院の総議員の過半数の賛成

　　　ウ．各議院の総議員の４分の３以上の賛成　　エ．各議院の総議員の３分の２以上の賛成

　問２ 　下線部②について，次の文章を読んで以下の問いに答えなさい。

　もし，内閣の行う行政が信頼できなければ，衆議院は内閣不信任の決議を行い，可決さ

れた場合には内閣は10日以内に衆議院を解散するか，（　ア　）しなければならない。衆

議院が解散された場合には，解散の日から（　Ａ　）日以内に，衆議院議員の総選挙を行い，

その選挙の日から（　Ｂ　）日以内に召集される（　Ｃ　）で内閣総理大臣が指名される。

　　⑴ 　文中の（　ア　）に当てはまる語句を答えなさい。

　　⑵ 　文中の（　Ａ　）～（　Ｃ　）に当てはまる語句の組み合わせ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。

　　　ア．Ａ―40　　Ｂ―30　　Ｃ―臨時国会　　　イ．Ａ―30　　Ｂ―40　　Ｃ―特別国会

　　　ウ．Ａ―40　　Ｂ―30　　Ｃ―特別国会　　　エ．Ａ―30　　Ｂ―40　　Ｃ―臨時国会

　問３ 　下線部③について，衆議院の５つの議席が割り当てられた選挙区で比例代表制による選

挙が行われた。下の表は得票数とドント式で計算された数値を表したものである。この表

を見て，Ａ～Ｃ党が獲得した議席数はそれぞれ何議席か答えなさい。

　問４ 　下線部④について，2016年公職選挙法が改正され，参議院議員通常選挙において，島根

県と鳥取県，徳島県と高知県の選挙区をそれぞれ合併して新たな選挙区を設ける（いわゆ

る合区）ことになった。何が問題となったのか答えなさい。

Ａ　党政　党　名
得　票　数
÷　１
÷　２
÷　３
÷　４

60,000
60,000
30,000
20,000
15,000

Ｂ　党
45,000
45,000
22,500
15,000
11,250

Ｃ　党
36,000
36,000
18,000
12,000
9,000



特進－ 12

　問５ 　下線部⑤について，このような裁判所の権限を何というか答えなさい。

　問６ 　下線部⑥について，当てはまらないものをア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　ア．裁判では犯罪行為の有無を判断し，有罪なら刑罰も決める。

　　イ．拷問などによる自白は，証拠として扱うことはできない。

　　ウ．重大事件においては裁判員制度が導入されている。

　　エ ．第一審の判決に不服であれば，最高裁判所に控訴できる。

　問７ 　下線部⑦について，次の図はある農作物の需要と供給を表すグラフである。このグラフ

を見て以下の問いに答えなさい。

　　⑴ 　農作物が豊作で，下の表のように供給量が増加

した場合の供給曲線を解答用紙に描きなさい。

　　⑵ 　この場合，均衡価格は何円か答えなさい。

　問８ 　下線部⑧について，日本銀行の金融政策を

表した図を見て，以下の問いに答えなさい。

　　⑴ 　不景気の時に行うのはＡ・Ｂどちらの政策か，一つ選んで記号で答えなさい。

　　⑵ 　日本銀行の役割は，政府の銀行，発券銀行，あと一つは何という役割か答えなさい。

　

　

50
1200

100
1400

150
1600

200
1800

250
2000

価　格（円）
供給量（個）



特進－ 13

　　問９ 　下線部⑨について，四大公害のそれぞれの名称と発生した地域の組合せが正しいもの

をア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　ア．　水俣病─ｈ   新潟水俣病─ｃ　　イタイイタイ病─ｂ　　四日市ぜんそく―ｆ

　　　イ．　水俣病─ｃ   新潟水俣病─ａ　　イタイイタイ病─ｇ　　四日市ぜんそく―ｂ

　　　ウ．　水俣病─ｈ   新潟水俣病─ｄ　　イタイイタイ病─ｅ　　四日市ぜんそく―ｆ

　　　エ ．　水俣病─ｇ   新潟水俣病─ｄ　　イタイイタイ病─ｅ　　四日市ぜんそく―ｂ

　問10 　下線部⑩について，労働基準法に違反している事例をア～エから一つ選んで記号で答え

なさい。

　　ア ．休憩時間を除き，１日に８時間，１週間で48時間の労働時間が設定されており，それを

超えると残業代が支給される。

　　イ．１週間のうち１日休日があり，水曜日が休日として設定されている。

　　ウ．同じ部署に配属された新入社員の男性社員と女性社員の給料が同じである。

　　エ ．労働条件を，労働者と使用者が対等の立場で決定しており，労働者も使用者も就業規則

や労働契約を遵守している。



特進－ 14

　問11 　下線部⑪について，地図を参考にして日本の領土の中で唯一，他の島と経済水域を接し

ていない島を答えなさい。

　問12 　下線部⑫について，以下の問いに答えなさい。

　　⑴ 　国際連合の加盟国は2012年以降，何ヵ国になったのか，ア～エから一つ選んで記号で答

えなさい。

　　【　ア．191 ヵ国　　　　イ．193 ヵ国　　　　ウ．195 ヵ国　　　　エ．197 ヵ国　】

　　⑵ 　国際連合の専門機関の中で，世界中の子どもたちの命と健康を守るために，募金や学校

への援助などを行っている機関をカタカナで答えなさい。


