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広島県瀬戸内高等学校一般入学試験問題

社　　　会
（50　分）

………………………………………　注　意　事　項　………………………………………

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。

一般コース



一般－ 1

1 　ある中学校の社会科の授業で「東アジアと九州」というテーマについて，歴史や地理の分野

で調べて発表する学習を行った。グループ１～５までの発表を読んで，以下の問いに答えなさい。

　○グループ１

　古代の日本では，中国が隋や（Ａ）の時代には進んだ政治制度を取り入れて，日本も天

皇を中心とする①律令国家をつくりました。

　中国が（Ｂ），日本が江戸の時代にお互い鎖国をしていましたが，外国の圧迫により開

国せざるをえなくなりました。（Ｂ）はイギリスとの間でアヘン戦争を行い，敗れて南京

条約を結びました。日本はアメリカが浦賀に来航して，翌年日米和親条約を結びました。

その後，富国強兵政策により近代化した日本が（Ｂ）との間で勃発した（Ｃ）戦争に勝利

しました。

　第二次世界大戦後，中国では②中華人民共和国が誕生し，戦勝国としてアジアを引っ張

りました。その後の改革により現在は，シェンチェンやアモイに（Ｄ）を設け「世界の工

場」と呼ばれるまで③急速な成長を遂げています。日本は敗戦国となりましたが数々の高

度経済成長を遂げ，2017年には④GDP世界３位となっています。

　問１ 　文章中の（A）と（B）に当てはまる中国の王朝名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　　　Ｂ　　　　　　　　　Ａ　　　Ｂ

　　　ア．宋　　　清　　　　　　　イ．唐　　　清

　　　ウ．唐　　　明　　　　　　　エ．宋　　　明

　問２ 　下線部①で日本は中国の進んだ制度を導入したが，その説明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．律令国家の税制度で，租では米を，庸では特産品を，調では布を納めさせた。

　　　イ．律令国家の税制度で，租では米を，庸では布を，調では特産品を納めさせた。

　　　ウ．律令国家の税制度で，租では特産品を，庸では米を，調では布を納めさせた。

　　　エ．律令国家の税制度で，租では特産品を，庸では布を，調では米を納めさせた。

　問３　文章中の（C）に当てはまる戦争名を次のア～エから一つ選んで，記号で答えなさい。

　　　【　ア．日明　　イ．日朝　　ウ．日清　　エ．日韓　】

　問４　下線部②について，この国を建国した人物名を漢字で答えなさい。
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　問５　文章中の（Ｄ）に当てはまる語句を答えなさい。

　問６ 　下線部③にある急速な成長を遂げている国のグループにBRICSがあるが，中国以外にロ

シア，南アフリカ共和国とあと二つどこの国があるか，答えなさい。

　問７ 　下線部④のGDPを日本語に訳すと何というか，次のア～エから一つ選んで記号で答え

なさい。

　　　【　ア．国民総生産　　イ．国内総生産　　ウ．国民所得　　エ．国民純福祉　】

　○グループ２

・日本の貿易の半分以上は，アジアの国々が相手である

・①日本企業は世界最先端の技術水準を誇り，世界に輸出している

・ ②輸入品や輸入品目においては1980年代以降から変化があり，東アジアや東南アジアの

国々の工業の発展が分かる

・ 地図中のＢの国における農業については，③降水量の多い南部では稲作が，降水量の少

ない北部では畑作が行われている

・④新興工業地域（アジアNIES）と呼ばれる国や地域が急速に成長していった
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　問１ 　地図のａ，ｂの山脈名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　　　　　　　　　　　　 ｂ

　ア．テンシャン山脈　　　　　　　ヒマラヤ山脈

　イ．ヒマラヤ山脈　　　　　　　　カフカス山脈

　ウ．テンシャン山脈　　　　　　　ウラル山脈

　エ．ヒマラヤ山脈　　　　　　　　ウラル山脈

　問２ 　下線部①について，日本と同じように地震などの災害が多いＡでは，日本のある技術を

導入してＡの南と北を結ぶ交通路を完成させた。この日本が世界に誇れる世界最先端の技

術を用いた交通手段は何か，次のア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　【　ア．新幹線　　　イ．航空機　　　ウ．バス　　　エ．モノレール　】

　問３ 　下線部②について，Ｂでは様々なものを日本へ輸出している。（ア）の工業製品は，世

界の工業生産の中で大きな割合を占めており，輸出向けの製品も大量に生産している。下

のグラフは主な工業製品の世界に占める（ア）の割合である。この工業製品は何か，答え

なさい。

  

　問４ 　下線部③について，Ｂの乾燥した地域ではどのようなことを行っているか，次のア～エ

から一つ選んで記号で答えなさい。

　　　【　ア．稲作　　イ．畑作　　ウ．牧畜　　エ．酪農　】

　問５ 　下線部④について，アジアNIESと呼ばれる国や地域のうち，韓国，香港，シンガポー

ル以外の国や地域名を答え，場所を地図中Ａ～Ｄから一つ選んで記号で答えなさい。

（ア）
98.0％

2012 年
データ

おもな工業製品の世界生産
に占めるアの割合
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　○グループ３

　古代では，弥生時代に中国の歴史書『（A）書』には1世紀半ばに現在の福岡平野にあっ

た倭（日本）の奴国の王が，（A）に使いを送り，皇帝から金印を授けられたと書かれて

いました。志賀島（福岡県）で発見された金印はその時のものと考えられています。

　①中世では，13世紀の初め，モンゴル民族が中国を支配し，国号を元と定めました。元

は1274年に，九州北部の博多湾沿岸（福岡市）に上陸し，幕府軍は②元との戦いに苦しめ

られました。

　近世では，江戸時代に鎖国政策が行われました。鎖国下においては，中国人やキリスト

教の布教を行わないオランダ人とは，長崎で貿易を続けました。

　近代では，1840年イギリスが中国に戦争を起こして勝利し，開国させました。その後，

日本も開国し，③薩摩藩（鹿児島県），長州藩（山口県），土佐藩（高知県）などの動きで

倒幕の機運が強まりました。

　現代では，1951年に④サンフランシスコ平和条約を結びましたが，中国との国交はあり

ませんでした。中国とは，1972年に田中角栄内閣が日中共同声明によって国交を正常化し，

1978年には日中平和友好条約を結びました。

　問１　文章中の（Ａ）に当てはまる語句を，次のア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　【　ア．魏　　　イ．漢　　　ウ．呉　　　エ．後漢　】

　問２ 　下線部①について，右の地図は当時の東アジアの地図である。

　　⑴ 　地図のａ，ｂは華北と江南を流れる中

国を代表する二大河川である。当てはま

る河川名を二つ答えなさい。

　　⑵ 　地図のｃ，ｄに当てはまる海洋名の組

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。

　　　　　　ｃ　　　　　　　　ｄ

　　　ア．太平洋　　　　　　日本海

　　　イ．東シナ海　　　　　日本海

　　　ウ．日本海　　　　　　太平洋

　　　エ．東シナ海　　　　　太平洋

a

b

d

c
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　問３ 　下線部②について，どのような戦いであったか。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．文永の役で蒙古，高麗の連合軍約３万人を乗せた900隻の軍船が博多に上陸した。

　　　イ．元軍は，集団戦術を用いて，てつはうを使用した。

　　　ウ．日本軍は，馬上から射程距離のある長弓を使用した。

　　　エ．二度目の襲来の弘安の役で，日本軍が敗れた。

　問４ 　下線部③について，薩摩藩（鹿児島県）の説明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．木戸孝允などは，列強に対抗できる強い統一国家を造るため，幕府を倒そうと考えた。

　　　イ．坂本龍馬は，亀山社中という商社を結成したが，京都で暗殺された。

　　　ウ．西郷隆盛や大久保利通が藩政を主導し，幕府への批判を強めた。

　　　エ ．近藤勇を中心とする新撰組は，新しく設置された京都守護職の下で尊王攘夷派の取り

しまりにあたった。

　問５ 　下線部④について，このころ日本に米軍基地を残すことになった。日本にある米軍基地

の（Ｘ）が（Ｙ）に集中している。空欄（Ｘ）と（Ｙ）に最も適する語句を，次のア～エ

から一つ選んで記号で答えなさい。

　　　　　　Ｘ　　　　　　　 Ｙ

　　　ア．５０％　　　　　神奈川県

　　　イ．７０％　　　　　神奈川県

　　　ウ．５０％　　　　　沖縄県

　　　エ．７０％　　　　　沖縄県
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　○グループ４（グループSNSの画像をスクリーンに映して発表）

　問１ 　下線部①について，日本が朝鮮を植民地支配した出来事を何というか，漢字４字で答え

なさい。
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　問２　この画像の建物の名前を何というか，次のア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　【　ア．関東統監府　　イ．韓国統監府　　ウ．朝鮮総督府　　エ．朝鮮統監府　】

　問３ 　会話中の（Ａ）と（Ｂ）に当てはまる人物名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　　　　 Ｂ　　　　　　　　　　　 Ａ　　　　 Ｂ

　　　ア．伊藤博文　　李舜臣　　　　　　　イ．寺内正毅　　李舜臣

　　　ウ．伊藤博文　　安重根　　　　　　　エ．寺内正毅　　安重根

　問４ 　問１の出来事から終戦までの間に日本は朝鮮人に対してどのような政策を行ったか，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．所有者の不明な土地を朝鮮の農民に払い下げ，農業以外を絶対にやらせなかった。

　　　イ．朝鮮人の固有の姓を日本式の名前に変えさせる，創氏改名を強制的に行った。

　　　ウ．日本人男性が戦場に出て人手が不足していたため，働き手として日本に連行した。

　　　エ．学校では日本語を使うことを強制して，朝鮮語を使わせなかった。

　問５　下線部②の戦争を何というか，戦争名を答えなさい。

　問６   問５の戦争によって日本にはどのような影響があったか，説明文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．アメリカ軍の後方支援として警察予備隊が組織され，朝鮮へ出兵した。

　　　イ ．戦争に必要な物資が大量に日本から買い付けられ，特需景気となり，日本の復興が早

まった。

　　　ウ ．メディアの報道に対する規制が行われ，戦争に反対する日本国民が増大し，日本政府

は規制を緩めざるをえない状況となった。

　　　エ ．戦争に加担したことにより国民の不満が頂点に達して，開戦直後に国民のはたらきか

けによって吉田茂内閣から小泉純一郎内閣へと変わった。
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〇グループ５

調べたこと

１　九州南部の地方には火山灰で覆われた台地が広がっている

２　九州には多くの火山が分布しており，温泉が有名である

３　全国７地方の中で最も農業生産額が高い地域である　

４　2018年にも世界遺産登録されるなど，世界的に評価される歴史的建造物がある

　問１　１について，この台地のことを何というか答えなさい。　

　問２ 　２について，地図中の▲は火山を示している。火山のめぐみを生かした発電方法は何と

いうか答えなさい。

 

　問３ 　問２の地図にある海流ａ，ｂの名前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　　　　　　　　ｂ

　　　ア．千島海流　　　　　対馬海流

　　　イ．日本海流　　　　　千島海流

　　　ウ．対馬海流　　　　　日本海流

　　　エ．日本海流　　　　　対馬海流

　　

　問４ 　３について，九州地方北部では二毛作が昔から行われている。また，九州地方南部では

晴天の日が多い冬の温暖な気候を利用して，農作物などを人工的に早く成長させる栽培を

行っている。この栽培方法を何というか漢字で答えなさい。
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　問５ 　４について，下の地図の★印は世界遺産に登録されたものの関連遺産であり，写真はそ

の一つである。これらに関する文章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 ．法隆寺地域の仏教建造物，姫路城とともに国内初の世界遺産となり，白神山地ととも

に日本初の自然遺産となった。

　　　イ ．遥かな古代より「神宿る島」として島そのものが信仰の対象であり，1600年もの間，

厳格な禁忌によってほぼ手つかずのまま現在まで守られてきた。

　　　ウ ．幕末期の西洋技術の導入や，その後，国家主導で進めた製鉄・製鋼や造船などの重工

業分野の近代工業化の過程を証明する資産として評価された。

　　　エ ．江戸幕府が禁教令を布告してキリスト教を弾圧した後も，密かに信仰を続けた信者を

カクレキリシタンまたは潜伏キリシタンという。
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2 　ある高校では，修学旅行で見学した場所についてレポートにまとめることになった。各コー

スのレポートを読み，以下の問いに答えなさい。

　Ⅰ．広島コース

見学した場所：造幣局，ソース製造工場

造幣局での気付き

　１．通貨ごとに違う素材から貨幣が作られていること

　２．金属の塊から硬貨にするまでの全ての行程をこの工場で行っていること

ソース工場での気付き

　１．ソースを作るために，野菜や果物などとても多くの材料が使われていること

　２． 容器には①品質を守る工夫や，②目の不自由な方や外国人にも識別できる工夫があ

ること

　３．社会に貢献するスポーツ・文化活動をしていること

今後調べてみたいこと

　１．③貨幣の歴史について

　２．企業の社会貢献について

　問１ 　下線部①について，企業は消費者に安全な商品を届ける義務がある。欠陥商品で消費者

が被害を受けたときの企業の責任について定めた法律を漢字６字で答えなさい。

　問２ 　下線部②について，このように言葉や文化，性別，年齢，障がいの有無などにかかわら

ず利用できるデザインを何と呼ぶか答えなさい。
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　問３ 　下線部③について，下の写真の貨幣が鋳造されたのは８世紀のことである。この時代交

流のあった唐の都について，位置と名称の組み合わせとして適切なものを，次のア～エか

ら一つ選んで記号で答えなさい。

 

 

 

　　　ア．位置：ａ，名称：北京

　　　イ．位置：ａ，名称：長安（西安）

　　　ウ．位置：ｂ，名称：北京

　　　エ．位置：ｂ，名称：長安（西安）

　Ⅱ．関東コース

見学した場所：国会議事堂，テレビ局

国会議事堂での気付き

　１．衆議院と参議院の本会議場は作りが違うこと

　２．①国会の仕事はとても幅広いこと

テレビ局での気付き

　１．多くの人が24時間体制で働いていること

　２．残業も多く，②労働時間が長いこと

　３． 様々な③メディアの普及により，テレビ離れが進んでいるため，視聴者を増やす工

夫をしていること

今後調べてみたいこと

　１．国会議事堂の建物の歴史について

　２．④働いている人たちを守るための法律について

a

b
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　問１　下線部①について，以下の問いに答えなさい。

　　⑴ 　日本国憲法で国会の地位は何と定められているか，以下の文章中の空欄に当てはまる語

句の組み合わせを，次のア～カから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　　第41条　国会は，（　Ａ　）の最高機関であって，国の唯一の（　Ｂ　）機関である。

　　　　　 Ａ　　　Ｂ　　　　　　　　Ａ　　　Ｂ　　　　　　　　Ａ　　　Ｂ

　　　ア．国権　　行政　　　　　イ．国権　　最高　　　　　ウ．国権　　立法

　　　エ．日本　　行政　　　　　オ．日本　　最高　　　　　カ．日本　　立法

　　⑵ 　国会の仕事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．予算の作成・提出　　　　　　イ．条約の承認

　　　ウ．内閣総理大臣の指名　　　　　エ．法律の制定

　問２ 　下線部②について，仕事と家庭生活や地域生活とを両立できる暮らしや，人生の各段階

に応じて多様な生き方が選択，実現できることをカタカナ10字で答えなさい。

　問３ 　下線部③について，「メディアリテラシー」とはどのような能力か，メディアリテラシー

の説明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．情報を正しく活用するだけでなく，批判的に読み取る能力

　　　イ．情報を発信するテレビや新聞など，世論を左右する能力

　　　ウ．今ある情報をもとに，最善と判断した手段で目的達成に向かう能力 

　　　エ．SNSなどのメディアを活用して，より多くの人に情報を発信する能力

　問４ 　下線部④について，労働時間や賃金など，労働条件の最低基準について書かれた法律名

を，漢字で答えなさい。
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　Ⅲ．関西コース

見学した場所： ①京都の街並み，②堺市（大阪府）の古墳散策，③奈良市内の散策，近畿

北部地区の散策

気付き

　１．京都市内は④生活環境が自治体や人々の手によって守られていること

　２．堺市は百
も ず

舌鳥古墳群など巨大な古墳跡が数多く存在していること

　３．奈良時代は古代に，中国の都をモデルにした旧都が存在していること

　４．京都北部では，⑤日本三景の一つである観光名所がとてもきれいだったこと

 

今後調べてみたいこと

　１．地域ごとの都市の成り立ちなどの特色について

　２．歴史的建造物はどのようにして人々の手でつくられたかについて

　問１ 　下線部①について，京都で過去に見られた風景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）法隆寺

（ウ）満鉄を調査するリットン調査団

（イ）富岡製糸場

（エ）慈照寺銀閣
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　問２ 　下線部②について，堺市には大仙陵古墳などの大規模な古墳が数多くある。下の写真の

ような形状の古墳を何古墳というか漢字５字で答えなさい。

　問３ 　下線部③について，奈良市近郊の柳
やぎゅう

生には，図１のように，一揆の記録がある。近世の

一揆では，図２のからかさ連判状で結束を固めたが，これらに関する文として当てはまら

ないものを，次のア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

  

　　　　　　　　　　図１　　　　　　　　　　　図２

　　　ア．図１の碑には，借金帳消しの宣言が彫られている。

　　　イ．中世では，蜂起した農民たちは，土倉や酒屋などの高利貸し業者を襲撃した。

　　　ウ．図２は一揆の首謀者をはっきりとさせる目的があったと言われている。

　　　エ ．凶作やききんから農民を保護するため，松平定信は各地に倉をもうけて米を蓄えさせ

た。
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　問４ 　下線部④について，19世紀ごろには，人々の生活環境を守るという公衆衛生の考え方が

生まれた。表中の空欄A～Dのうち，「公衆衛生」があてはまるのはどこか，記号で答え

なさい。

種　類 仕　　事　　の　　内　　容
（　A　） 医療保険，年金保険，雇用保険，労災保険，介護保険
（　B　） 生活保護（生活困窮者），その他の社会手当
（　C　） 児童福祉，母子福祉，障害者福祉，知的障害者福祉，老人福祉

（　D　）
医療･･･健康増進対策，難病，感染症，保健所サービスなど
環境･･･生活環境整備，公害対策，自然保護など

　問５ 　下線部⑤について，右の写真の観光名所を何というか，

次のア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　【　ア．松島　　イ．宮島　　ウ．天橋立　　エ．潮岬　】

　Ⅳ．東北コース

見学した場所：①岩手県

気付き

　１．祭りや②工芸品など，様々な伝統文化が現代まで継承されていること

　２． ③被災地では，復興が進んでいるものの，依然として仮設住宅での生活を余儀なく

されている住民がいること

　３．④奥州藤原氏の文化財が黄金に輝いていて壮観であったこと

 

今後調べてみたいこと

　１．伝統産業をどのようにして後世に残していくかについて

　２． 被災地の⑤地方公共団体は，震災から復興し，持続可能な社会を実現させるために，

どのような取り組みを進めているのかについて

　３．東北地方がどのような歴史を歩んできたかについて
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　問１ 　下線部①について，下の雨温図は盛岡市，熊本市，東京23区のいずれかの雨温図である。

盛岡市のものとして正しいものを，次のア～ウから一つ選んで記号で答えなさい。

　問２　下線部②について，以下の問いに答えなさい。

　　⑴ 　岩手県の伝統工芸品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．輪島塗　　イ．南部鉄器　　ウ．西陣織　　エ．天童将棋駒　】

　　⑵ 　⑴の製品を生産しているある会社は，従業員80人ほどの中小企業である。

　　　 　以下のグラフのうち，中小企業を指しているのはA，Bのどちらか一つ選んで記号で答

えなさい。
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（A）99.0％
事業所数
（2012年）
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（2012年）

出荷額
（製造業）
（2011年）

（A）75.8％ （B）24.2％

（B）1.0％

（「中小企業白書」2014 版 より作成）

（A）49.1％ （B）50.5％
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　問３ 　下線部③について，以下の問いに答えなさい。

　　⑴ 　東北コースを研修した生徒は，被災地で地域の調査を行った。地域の調査の手順を並び

替えた時に最後に来るものを，次のア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

　　　ア ．グループごとに，自然環境，人口，生活などの中から調査テーマを設定して，そのテー

マに対する仮説を立てる。

　　　イ．調査結果を整理しながら考察して，さまざまな方法でまとめる。

　　　ウ．仮説をもとに，どのように調査を進めるのか計画を立てる。

　　　エ．発表会を行って互いの意見を交換する。

　　⑵ 　震災で被害のあった三陸海岸は，サンマやカツオなどの好漁地であった。この暖流と寒

流がぶつかる場所を何というか，漢字２字で答えなさい。

　問４ 　下線部④について，下の写真の建造物の名前を何というか，漢字６字で答えなさい。

　問５ 　下線部⑤について， 地方公共団体によって行われる地方自治が，人々の暮らしに最も身

近な民主政治の場であるということをどう例えているか，漢字とひらがな合わせて７字で

答えなさい。


