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〔 １ 〕次の写真Ａ～Ｄは世界の特色ある家屋を撮影したものである。写真を参考に

して、あとの問いにそれぞれ答えなさい。          （１５点） 

         Ａ Ｂ 

          

 

 

 

 

 

 

      

Ｃ                  Ｄ 

        

 

 

 

 

 

 

 

（問１）写真Ａ～Ｄの家屋がみられる地域を次の地図①～④よりそれぞれ選び、番号で

答えなさい。また、各地域に当てはまる雨温図も（イ）～（ニ）よりそれぞれ

選び、記号で答えなさい。 

 ＜地図＞ 
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＜雨温図＞ 

       （イ）                  （ロ） 

      

     

（ハ）                  （ニ） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 （理科年表） 

 

（問２）写真Ａの住居は移動式テント小屋である。この住居に住む人々はどのような生

活を営んでいるか、漢字２字で答えなさい。 

 

（問３）写真Ｂの住居は河川と密接な関係がある。なぜこのような構造なのか、気候の

面から考えられる理由を簡単に説明しなさい。 
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（問４）写真Ｃの住居は屋根に特徴がある。なぜこのような屋根なのか、考えられる理

由を簡単に説明しなさい。 

 

（問５）写真Ｄの住居は窓が小さいのが特徴である。それはなぜか、考えられる理由を

説明しなさい。 

 

〔 ２ 〕次の彩乃さんと桔平君の会話文を読み、あとの問いにそれぞれ答えなさい。 

  （１５点） 

  彩乃さん：（a）「南北問題」という言葉を知っている？ 

この言葉は（b）半世紀以上前から使われているの。 

桔平君 ：聞いたことはあるよ。 

  彩乃さん：問題は解決しているのかしら？ 

桔平君 ：少なくとも発展途上国をめぐる状況は大きく変わったと言えるだろうな。 

     （c）新興国の経済は目を見張るほど成長したし、（d）最貧国と言われ

た国々の経済も発展しつつあるよ。 

彩乃さん：そうだけど、貧困の問題が完全に解決しているとは考えられないわ。 

     テロが頻発することの背景にも貧困があると指摘されているのよ。 

     少し前、日本の会社がアフリカで建設している（e）天然ガス工場がテ

ロ組織に襲撃されて、多くの犠牲者が出たこともあったわね。 

桔平君 ：そうだったね。一部の（f）産油国などでは高層ビルが建てられたりし

て、近代化が進められている反面、まだまだ、（g）資源依存型の経済か

ら抜け出せない国々も少なくないよ。 

彩乃さん：そうよね。 

     先進国や新興国の間では、発展途上国への開発をめぐって、激しい競争

やトラブルが問題になっているらしいわ。 

桔平君 ：そうだよね。先進国や新興国は資源やエネルギーがほしいから、海底油

田などの領有権争いも起こっているよ。 

彩乃さん：日本も、ずっと、原料や食料を輸入して工業製品を輸出する 

（h）      に依存してきたけど、近年は、製品の輸入も増えて

きているって、授業で習ったわ。 

桔平君 ：そうだよ。日本の貿易額は輸入よりも輸出が多く（i）アメリカなどか

らは、輸入を増やすように強く求められてきたんだ。 
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彩乃さん：世界中には「南北問題」だけでなく、いろいろな問題があるのね。 

桔平君 ：「南北問題」も形を変えて続いているんじゃないかな。 

 

（問１）下線部（a）について、「南と北」を意味している語句を文中よりそれぞれ選び

答えなさい。 

 

（問２）下線部（b）について、現在から約半世紀前に起こった出来事として、正しい

ものを次の語群より一つ選び答えなさい。 

 

    語群－阪神・淡路大震災  東日本大震災  沖縄の日本復帰 

ポツダム宣言受諾   関東大震災 

 

（問３）下線部（c）について、新興国と呼ばれる国々として、適当でない国を語群よ

り一つ選び答えなさい。 

 

    語群－中国  ブラジル  ロシア  ドイツ  インド 

 

（問４）下線部（d）について、「最貧国」を考える場合、どのようなことを指標とすれ

ばよいか。指標として適切でないものを語群より一つ選び答えなさい。 

 

    語群－乳児死亡率  平均寿命  人口  国民総所得  輸出入額 

 

（問５）下線部（e）について、世界のエネルギー消費は大幅に増加し、世界的な問題

となっている。特に、化石燃料の大量使用が原因で起きていると言われる気象

に関する問題を漢字５字で答えなさい。 

 

（問６）下線部（e）について、近年、日本は天然ガスの輸入が増加している。考えら

れる理由を簡単に答えなさい。 

 

（問７）下線部（f）について、石油の産出地域は偏
かたよ

っている。多く産出する地域が接

する湾の名前を答えなさい。 
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（問８）下線部（g）について、その国の経済の大部分が１つの地下資源や農作物にた

よっている構造を何というか、答えなさい。 

 

（問９）下線部（g）について、主に熱帯地方に商品作物栽培のために、ヨーロッパ人

が開いた大規模な農園を何というか、答えなさい。 

 

（問 10）（問９）の商品作物と主な生産国の組合せとして、誤っているものを次の①～

⑤より一つ選び、番号で答えなさい。 

 

      ① スリランカ－茶     ② インドネシア－綿花 

      ③ マレーシア－油やし   ④ ガーナ－カカオ 

      ⑤ フィリピン－バナナ 

 

（問 11）下線部（h）について      に当てはまる語句を漢字 4字で答えなさい。 

 

（問 12）下線部（i）について、このような国家間の外交問題を何というか。漢字 4字

で答えなさい。 

 

（問 13）（問 12）のような課題を解決するための機関を世界貿易機関という。その略称

を次の①～⑤より一つ選び、番号で答えなさい。 

 

       ① ＷＨＯ  ② ＥＵ ③ ＷＭＯ ④ ＷＴＯ ⑤ ＩＯＣ 
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[ ３ ] 次の文章を読んで、あとの問いにそれぞれ答えなさい。    （４０点） 

 

 

上の図は、（a）1808 年に売り出された（b）京都の絵図『華洛一覧図』です。当時の

（c）比叡山から（d）大文字山などの（e）東山の北部は、現在と異なって高い木はま

れで、草地か草木が生えていない山のようにも見えます。 

 三代将軍（ f ）が（g）17世紀の中期に全国に調査させた資料から、（h）江戸時代

の山の状態を知ることができます。（ i ）国〔（j）富山県〕は、75％が草柴山であり、

樹木が生い茂った山は全体の４分の１ぐらいでした。（k）江戸時代の山は、今の姿とは

異なるようです。 

江戸時代の山に草柴の状態が多いことには理由がありました。（l）江戸時代の農業を

支えた肥料の中心は、草や木の葉を田や畑にすきこむ刈敷でした。（m）近畿地方や（n）

東海地方では、（o）干鰯も使われましたが、刈敷も盛んに利用されていました。肥料に

する草木を確保するためには、（p）田畑の面積の 10 倍の広さの山野が必要であると考

えられます。当時の人々は、山野を草柴山の状態で維持するために、木を切り払ったり、

野焼きを行ったりしていました。 

 

（問１）下線部（a）について、この年に長崎に侵入したフェートン号はどこの国の船

舶か、次の①～④より一つ選び、番号で答えなさい。 

 

    ① イギリス  ② ロシア  ③ オランダ  ④ アメリカ 
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（問２）下線部（b）の都市で起こった次の出来事あ～おを、時代の古い順に並べなさ

い。 

 

    あ．本能寺の変  い．応仁の乱  う．鳥羽・伏見の戦い   

え．池田屋事件  お．保元の乱 

 

（問３）下線部（c）の山で、平安時代に天台宗を開いた僧の名を漢字２字で答えなさ

い。 

 

（問４）下線部（d）の山では、毎年 8月 16日に「五山の送り火」が行われる。この前

日の 8 月 15 日に関連する出来事として適切なものを、次の①～④より一つ選

び、番号で答えなさい。 

 

    ① 広島に原子爆弾が投下された日   

② 長崎に原子爆弾が投下された日 

    ③ 昭和天皇のラジオ放送によって日本の降伏が国民に伝えられた日 

    ④ 日本国憲法が公布された日 

 

（問５）下線部（e）について、この地域にゆかりがあり、15世紀に活躍した人物を 

次の①～④より一つ選び、番号で答えなさい。 

 

① 足利義満  ② 足利義政  ③ 足利尊氏  ④ 足利義昭 

 

（問６）文中（ f ）にあてはまる人物名を漢字４字で答えなさい。 

 

（問７）（問６）の将軍の時代に行われた施策として適切なものを、次の①～④より一

つ選び、番号で答えなさい。 

 

    ① 絵踏が始められる   ② 生類憐みの令が出される 

    ③ 目安箱が設置される  ④ 異国船打ち払い令が出される 
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（問８）下線部（g）の世紀に起こった海外の出来事として誤っているものを、次の①

～④より一つ選び、番号で答えなさい。 

 

    ① ピューリタン革命      ② 明が滅び、清が中国を統一 

 ③ ルイ 14世の絶対王政の開始  ④ アメリカ独立戦争が起こる 

 

（問９）下線部（h）の時代に「上方」とよばれた地方はどこか答えなさい。 

 

（問 10）文中（ i ）にあてはまる旧国名を次の①～④より一つ選び、番号で答えな

さい。 

 

     ① 越前  ② 越中  ③ 越後  ④ 加賀 

 

（問 11）下線部（j）の県の漁村で、主婦たちが 1918年に起こした騒ぎをきっかけに全

国的に広がった民衆による事件を漢字３字で答えなさい。 

 

（問 12）下線部（k）について、1783年に大噴火を起こして、フランス革命の遠因と 

なった火山を次の①～④より一つ選び、番号で答えなさい。 

 

    ① 御嶽山  ② 富士山  ③ 浅間山  ④ 普賢岳 

 

（問 13）（問 12）の火山が噴火した頃に日本で起こった飢饉
き き ん

を何というか答えなさい。 

 

（問 14）下線部（l）について、次の道具は江戸時代の農業（米作り）に使用されてい 

た。道具の名称とその用途を答えなさい。 
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（問 15）下線部（m）の地方に関連する史跡を次の①～④より一つ選び、番号で答えな

さい。 

 

     ① 箸墓古墳  ② 三内丸山遺跡  ③ 板付遺跡  ④ 虎塚古墳 

 

（問 16）下線部（n）の地方出身の人物が起こした出来事として誤っているものを、次 

の①～④より一つ選び、番号で答えなさい。 

 

     ① 1571年に比叡山延暦寺を焼き討ちにする 

     ② 1582年に天正遣欧使節を送り出す 

     ③ 1587年に宣教師を国外に追放する法令を出した 

     ④ 1600年の関ヶ原の戦いに勝利し、江戸幕府を開いた 

 

（問 17）下線部（o）のほか、油かす、しめかすなど、江戸時代の農民がお金を払って 

購入した肥料のことを何というか、漢字で答えなさい。 

 

（問 18）下線部（p）について、6 歳以上の男女に口分田を与えて本人が死亡した場合

国に返す奈良時代の土地制度を何というか、漢字で答えなさい。 

 

〔 ４ 〕次の（Ⅰ）・（Ⅱ）の文章を読んで、あとの問いにそれぞれ答えなさい。 

（３０点） 

 

 （Ⅰ） 国民が政治に参加する方法として（a）選挙があげられ、選挙の方法は（ ① ）

選挙法に定められている。また、国や地方公共団体、(b)政治家に働きかけるこ

とも政治参加である。 

衆議院議員の選挙は、一つの選挙区で一人の代表者を選ぶ制度と得票数に応

じて政党に議席を配分する(c)比例代表制がある。 

今日の選挙の課題として、(d)選挙に行かない棄権が多いことや(e)一票の格

差問題があげられる。 

一票の格差問題において裁判所は、「法の下の平等」などに反する（ ② ）

状態であるという判決を下している。 
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（問１）文中（ ① ）・（ ② ）に入る適語をそれぞれ漢字２字で答えなさい。 

 

（問２）下線部（a）について、現在の選挙制度として誤っている内容のものを次の①

～⑤よりすべて選び、番号で答えなさい。 

 

        ① 満 20歳になると全ての国民に選挙権が与えられる。 

    ② 女性に選挙権が与えられたのは、戦後の衆議院議員選挙からである。 

    ③ 誰が投票したか分からないように無記名で投票する。 

    ④ 選挙に立候補している本人は、誰にも投票できない。 

    ⑤ 有権者は所得に関係なく一人一票の投票である。 

 

（問３）下線部(b)について、自らの目的を実現するために、議員や政党などに要望を

出したり、応援したりする人たちの集団を何というか答えなさい。 

 

（問４）下線部（c）について、ある選挙の比例区での投票結果が次のような場合、各

政党に配分される議席数をそれぞれ答えなさい。ただし、この比例区の定数を

10人とし、ドント方式による選出とする。 

 

Ａ党：26万票  Ｂ党：58万票  Ｃ党：33万票  Ｄ党：10万票 

 

（問５）下線部(d)について、2003 年より新設された、選挙当日に都合が悪い人でも投

票できるように整えられた制度を何というか答えなさい。 

 

（問６）下線部(e)について、どのような現象をいうか、次の２語を用いて説明しな

さい。 

    ２語：議員 選挙区 

 

（Ⅱ） (a)企業は、土地・（ ① ）・労働力といった生産要素を元に、さまざまな(b)

財やサービスを生産する。企業の生産活動の最大の目的は利潤を獲得することで

あり、企業の形態の中で最も多いのが(c)株式会社である。企業は株式を発行し、

人々から広く資金を集めることができ、(d)株式を購入した株主は、利潤の一部

を（ ② ）として受け取る。 
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    企業で働く労働者の約 4 割が、(e)アルバイト・パート・派遣労働者・契約労

働者である。労働者は使用者に対して弱い立場にあるので、労働組合を結成して、

(f)労働条件の改善を要求することができる。 

 

（問７）文中（ ① ）・（ ② ）に入る適語をそれぞれ漢字２字で答えなさい。 

 

（問８）下線部(a)について、誤っているものを次の①～④より一つ選び、番号で答え

なさい。 

 

   ① 企業の種類は私企業と公企業とに大きく分類される。 

   ② 企業数では日本全体の約 50％が中小企業である。 

   ③ ベンチャー企業とは、独自の技術などを基に新たな事業を展開する企業をい

う。 

   ④ グローバル化が進み、海外に進出する企業が現れている。 

 

（問９）下線部(b)について、電気・ガス・水道などの料金や、鉄道・バスなどの運賃

のように、国や地方公共団体によって決められる価格を何というか答えなさい。 

 

（問 10）下線部(c)について、経営方針の決定や取締役の選出を行う機関はどこか答え

なさい。 

 

（問 11）下線部(d)について、正しいものを次の①～④より一つ選び、番号で答えなさ

い。 

 

    ① 株主の議決権は、所有している株式の数に応じて決まる。 

    ② 専門的な知識や経験をもつ株主に経営を任せる。 

    ③ 万が一、会社が倒産した場合は、すべての負債を株主で負う。 

    ④ 株主になれるのは個人で出資している投資家だけである。 

 

（問 12）下線部(e)について、これらの労働者をまとめて何労働者と呼んでいるか漢字

３字で答えなさい。 
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（問 13）下線部(f)について、次の労働基準法の条文の空欄に入る数字を答えなさい。 

 

     【第 32条 1項】使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について（   ）

時間を超えて、労働させてはならない。 



受験番号 氏名 採点

（問２） （問３）

（問４） （問５）

（問１） 南 　　北 （問２）

（問３） （問４） （問５）

（問６） （問７）

（問８） （問９） （問10）

（問11） （問12） （問13）

（問１） （問２） （問３）

（問４） （問５） （問６） （問７） （問８）

（問９） （問10） （問11） （問12）

（問13） （問14） 道具名： 用途：

（問15） （問16） （問17） （問18）

（問１） ① ② （問２） （問３）

（問４）　Ａ党（　　　　　）人　Ｂ党（　　　　　）人　Ｃ党（　　　　　）人　Ｄ党（　　　　　）人 （問５）

（問６）

（問７） ① ② （問８） （問９）

（問10） （問11） （問12） （問13）

［　４　］

平成31年度　入学試験　解答用紙　「社会」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都共栄学園高等学校　バタビア特進コース

Ａ：地図（　　　　　）　雨温図：（　　　　　）

Ｄ：地図（　　　　　）　雨温図：（　　　　　）Ｃ：地図（　　　　　）　雨温図：（　　　　　）

Ｂ：地図（　　　　　）　雨温図：（　　　　　）
［　１　］

［　２　］

（問１）

［　３　］

（　　　　　　　　　　　　　）労働者

　　→　　　　　　→　　　　　　→　　　　　　→



受験番号 氏名 採点

（問２） 遊牧 （問３）

（問４） （問５）

（問１） 南 発展途上国 北 先進国 （問２） 沖縄の日本復帰

（問３） ドイツ （問４） 人口 （問５） 地球温暖化

（問６） （問７） ペルシャ湾

（問８） モノカルチャー （問９） プランテーション （問10） ②

（問11） 加工貿易 （問12） 貿易摩擦 （問13） ④

（問１） ① （問２） お→い→あ→え→う （問３） 最澄（漢字）

（問４） ③ （問５） ② （問６） 徳川家光（漢字4字） （問７） ① （問８） ④

（問９） 京都や大坂（関西地方） （問10） ② （問11） 米騒動（漢字3字） （問12） ③

（問13） 天明のききん （問14） 道具名：千歯こき 用途：脱穀をするための道具・実をはずす

（問15） ① （問16） ② （問17） 金肥（漢字） （問18） 班田収授法（漢字）

（問１） ①　公職 ②　違憲 （問２） ①　　④ （問３） 圧力団体（利益集団）

（問４）　Ａ党（　　２　　）人　Ｂ党（　４　　　）人　Ｃ党（　３　　　）人　Ｄ党（　　０　　）人 （問５） 期日前投票

（問６） 1人の議員が当選するするために必要な得票数が選挙区によって異なる現象。

（問７） ①　設備 ②　配当 （問８） ② （問９） 公共料金

（問10） 株主総会 （問11） ① （問12） （　非正規　）労働者 （問13） 40

［　２　］

15点

各1点
問6は2点

［　３　］

40点

各2点
問2・4
各3点

［　４　］

30点

各2点
（問2完答）
問4は4点
（完答）
問8・11
各1点

石油などに比べてＣＯ2の排出が少ないため

・雨季の増水に対応するため
・川が氾濫するから

平成31年度　入学試験　解答用紙　「社会」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都共栄学園高等学校　バタビア特進コース

［　１　］

15点

問1・2
各1点
問3～5
各2点

（問１）

Ａ：地図（　②　）　雨温図：（　ハ　） Ｂ：地図（　③　）　雨温図：（　ロ　）

Ｃ：地図（　④　）　雨温図：（　イ　） Ｄ：地図（　①　）　雨温図：（　二　）

・屋根に積もった雪を落とすため
・雪が積もらないようにする

外気（砂塵）をさえぎるため


