
 

 

令和５年度 入試試行問題 

バタビアコース 

社会（50分／100点満点） 

 

≪受験上の注意点≫ 

 

１．監督の先生の指示があるまで，試験問題に手を触れないでください。 

 

２．問題冊子は14ページ，解答用紙は1枚あります。 

 

３．解答はすべて解答用紙に記入してください。 

 

４．問題冊子・解答用紙に受験番号と氏名を記入してください。 

 

５．問題用紙・解答用紙の回収については監督の先生の指示に従ってください。 

 

 

 

受験番号  

氏  名  

 

 

 

京都共栄学園高等学校 
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〔１〕 次のアメリカ合衆国を示した地図を見て、あとの問いに答えなさい。(14点) 

 

（1） 地図中の黒線を西から東に向けて進んだ場合、どのような地形が順番に確認で

きるか、適するものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。 

     ア、ロッキー山脈→プレーリー→グレートプレーンズ→アパラチア山脈 

     イ、ロッキー山脈→グレートプレーンズ→プレーリー→アパラチア山脈 

     ウ、アパラチア山脈→グレートプレーンズ→プレーリー→ロッキー山脈 

     エ、アパラチア山脈→プレーリー→グレートプレーンズ→ロッキー山脈 

 

（2） 地図中の２つの都市の間には何時間の時差があるか、解答欄に合うように数字

で答えなさい。ただし、ニューヨークは西経75度、ロサンゼルスは西経120度とする。 

 

（3） アメリカは世界でも代表的な多民族国家であるが、メキシコやカリブ海などの南

アメリカから移住してきた、スペイン語を母国語とする人々を何というか答えなさい。 

 

（4） アメリカの鉱工業について、次の➀、➁の問いに答えなさい。 

➀ 19世紀後半から五大湖周辺で重工業が発達したが、20世紀に入り、大量生産方

式を取り入れた自動車工業を始めた都市はどこか、次のア～エから1つ選び、記号で答

えなさい。 

     ア、シアトル   イ、ボストン   ウ、ピッツバーグ   エ、デトロイト 
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➁ 現代の工業の中心地は北緯37度以南の都市に移動したが、サンフランシスコ近郊

のサンノゼ周辺には電子産業が集中し、GoogleなどのICT関連の有名企業が本社を

置いている。この地域を何というか、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。 

     ア、サンベルト   イ、シリコンアイランド   ウ、シリコンバレー   エ、メガロポリス 

 

（5） 「世界の食料庫」と呼ばれるアメリカの農業について、次の資料は、ある農作物の

世界の生産量と貿易量を表したものであるが、その農作物に適するものを、次のア～エ

から1つ選び、記号で答えなさい。 

生産国（２０１9年） 生産量（万トン） 

アメリカ 

中国 

ブラジル 

アルゼンチン 

ウクライナ 

34705 

26078 

10114 

5686 

3588 

世界計 114849 

 

輸入国（２０１9年） 輸入量（万トン） 輸出国（２０１9年） 輸出量（万トン） 

日本 

メキシコ 

ベトナム 

韓国 

スペイン 

1599 

1547 

1145 

1137 

1001 

ブラジル 

アメリカ 

アルゼンチン 

ウクライナ 

ルーマニア 

4275 

4156 

3608 

2446 

668 

世界計 18178 世界計 18375 

二宮書店「データブックオブ・ザ・ワールド2022」より作成 

     ア、大豆   イ、とうもろこし   ウ、ばれいしょ   エ、大麦 

 

（6） アメリカの貿易について、次の資料はアメリカとの貿易国上位５か国を表したもの

であるが、資料中の空欄（A）に共通して当てはまる国を、次のア～エから1つ選び、記

号で答えなさい。 

金額による輸出・輸入相手国（2020年） 

輸出国 （A） メキシコ 中国 日本 イギリス 

輸入国 中国 メキシコ （A） 日本 ドイツ 

二宮書店「データブックオブ・ザ・ワールド2022」より作成 

     ア、フランス   イ、ロシア   ウ、韓国   エ、カナダ 
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〔２〕 朝陽さんのクラスでは、地理の授業の中で近畿地方の各府県についての

調べ学習をグループで行うことになった。次の資料は各班で調べた内容をまとめ

たものである。この資料を見て、あとの問いに答えなさい。(14点) 

1

班 
和歌山県 

平安時代に空海が真言宗を広めるために金剛峯寺を建てた

高野山があり、真言密教の聖地となっている。果樹栽培が

盛んで、紀ノ川や有田川流域では（A）の栽培が行われてお

り、生産量日本一となっている。 

2

班 
滋賀県 

安土桃山時代には織田信長が安土城を建設し、現在、居城

跡は国指定の特別史跡となっている。県面積の約6分の1を

占める（B）湖は日本最大の湖であり、その水は近畿地方全

体の約7割の人々の上水道の水源となっている。 

3

班 
奈良県 

奈良時代には平城京が置かれ、政治の中心地であった。古

くから林業が盛んで、和歌山県から奈良県、三重県へのび

る（C）山地では「吉野すぎ」をはじめ、すぎやひのきの良

材が産出される。 

4

班 
兵庫県 

有名な都市として、江戸時代末に開港した神戸港を中心と

する港湾都市である神戸市や、東経135度の標準時子午線

が通る（D）市がある。最近では、地元の（a） 歴史的な観

光資源を活用した外国人観光客向けのツアーを行うなど、

観光業に力を入れている。 

5

班 
大阪府 

（b） 江戸時代の大阪は「天下の台所」と呼ばれ、商業の中

心地であった。明治時代以降は工業都市としても発展して

いき、現在ではハイテク産業が盛んである。2019年には大

阪で初めて、（c） 百舌鳥・古市古墳群が世界文化遺産に登録

された。 

（1） 次のグラフは資料中の空欄（A）に入る果物の都道府県別の収穫量割合を表

したものである。このグラフを見て、資料中の空欄（A）に入る果物を、次のア～エか

ら1つ選び、記号で答えなさい。 

 
     ア、かき   イ、ぶどう   ウ、もも   エ、みかん 
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（2） 資料中の空欄（B）に入る湖名を、解答欄に合うように漢字で答えなさい。 

 

（3） 資料中の空欄（C）に入る山地名を、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさ

い。 

     ア、熊野   イ、北上   ウ、紀伊   エ、日高 

 

（4） 資料中の空欄（D）に入る都市名を漢字で答えなさい。 

 

（5） 資料中の下線部（a）について、次の城は兵庫県にある、日本で初めて世界文化

遺産に登録されたものであるが、この城を何というか漢字で答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6） 資料中の下線部（b）について、江戸時代の大阪に、各地の大名が年貢米や特産

物を販売するためにおいた施設を何というか、次のア～エから1つ選び、記号で答えな

さい。 

     ア、蔵屋敷   イ、土倉   ウ、寺子屋   エ、藩校 
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（7） 資料中の下線部（c）について、次の地図は古市古墳群を代表する古墳である応

神天皇陵周辺を表したものである。この地図から読み取れることとして適当なものを、次

のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。 

 

地理院地図（電子国土web）より作成 

 ア、「応神天皇陵」の南西には市役所がある。 

 イ、「古市駅」周辺は神社が密集している。 

 ウ、「峯ヶ塚古墳」の西には発電所がある。 

 エ、「仁賢天皇陵」周辺の土地は畑として利用されている。 
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〔３〕 杏さんは2021年から新しい500円貨が発行されたことを知り、日本の

貨幣の歴史について調べ、発表することにした。次の資料は杏さんが用意したも

のである。これを見て、あとの問いに答えなさい。(30点) 

奈良時代 
708年に発行が始まった和同開珎は、主に畿内やその周辺で使われ

た。 

鎌倉時代 

日本で貨幣は発行されず、中国から輸入されたものを使用していた。

人々は定期市で農作物や日常生活用品を売買するために貨幣を使っ

た。 

江戸時代 
17世紀後半に財政難となった幕府は金の含有量を減らした、質の悪

い元禄小判を発行した。 

明治時代 
政府は１８７１年に新貨条例を公布し、円、銭、里の十進法を採用し、新

貨幣を発行した。 

戦後 
第二次世界大戦後、アメリカの統治下にあった沖縄では、1958年か

ら1972年まで円ではなく、ドルが使われていた。 

（1） 和同開珎が使用された奈良時代について、次の➀～➂の問いに答えなさい。 

➀ 次の表は当時の主な税負担をまとめたものであるが、表中の空欄（A）～（D）に入

る適語の組み合わせ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。 

税 

租 収穫量の約3％の稲を納める 

（A） 成年男子にかかる都での労役の代わりに、麻の布を納める 

（B） 成年男子にかかる地方の特産物を納める 

兵役 

労役 

兵士 成年男子から選ばれ、国ごとの軍団で訓練をする 

（C） 成年男子から選ばれ、国司の下で1年に60日以内の労働をする 

衛士 兵士から選ばれ、1年間、都の警備をする 

運脚 役人に率いられて、徴収した税を都まで運ぶ 

（D） 兵士から選ばれ、3年間、九州北部の警備をする 

        （A）      （B）      （C）      （D） 

     ア、 調        庸       雑徭      防人 

     イ、 庸        調       雑徭      防人 

     ウ、 調        庸       防人      雑徭 

     エ、 庸        調       防人      雑徭 

 

➁ 朝廷が農地を増やすため、743年に出した、新たに開墾した土地の永久私有を認

めた法令を何というか漢字で答えなさい。 
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➂ 全国に国分寺、国分尼寺を建て、東大寺の大仏を建立し、仏教の力で政治や社会

の安定を図ろうとした天皇は誰か、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。 

     ア、桓武天皇   イ、天智天皇   ウ、天武天皇   エ、聖武天皇 

 

（2） 中国から輸入した貨幣を使用していた鎌倉時代において、日本は13世紀後半に

当時の中国である元から２度にわたって襲来を受けることになるが、このできごとを何と

いうか漢字で答えなさい。 

 

（3） 上の（2）の、元からの襲来を受けたときの鎌倉幕府の執権は誰か、次のア～エか

ら1つ選び、記号で答えなさい。 

     ア、北条義時   イ、北条泰時   ウ、北条時宗   エ、北条時頼 

 

（4） 元禄小判を発行した当時の江戸時代について、次の➀～➂の問いに答えなさい。 

➀ 当時は5代将軍の治世であり、この将軍は極端な動物愛護令である生類憐みの令

を出したことで有名であるが、この将軍は誰か、次のア～エから1つ選び、記号で答えな

さい。 

     ア、徳川吉宗   イ、徳川綱吉   ウ、徳川家光   エ、徳川家斉 

 

➁ 質の悪い元禄小判を発行した結果、物価が上昇し、人々の生活を苦しめることとな

った。このように、貨幣の価値が下がり、世の中の財やサービスの価格が上昇し続けるこ

とを何というか、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。 

     ア、グローバル化    

     イ、デフレーション 

     ウ、インフレーション    

     エ、ノーマライゼーション 

 

➂ 当時の上方を中心に花開いた文化として元禄文化が挙げられる。この

文化を代表する浮世絵として、右の「見返り美人図」があるが、この作品の

作者は誰か、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。 

     ア、井原西鶴   イ、尾形光琳   ウ、近松門左衛門   エ、菱川師宣 

 

（5） 明治時代における新貨幣の発行は明治維新の一環として行われたものである。

明治維新に関する次の➀～➂の問いに答えなさい。 

➀ 政府は、近代国家の形成のためには、人々に国民としての意識を浸透させることが

重要であると考え、1872年に6歳以上の男女すべてに小学校教育を受けさせることを
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国民の義務とする法令を制定したが、これを何というか、次のア～エから1つ選び、記号

で答えなさい。 

     ア、学制   イ、教育令   ウ、学校令   エ、教育勅語 

 

➁ 政府は財政を安定させるために、1873年から地租改正に着手した。次の文章は地

租改正を説明したものであるが、文章中の空欄（A）に入る適語を次の語群ⅰア～エか

ら1つ選び、空欄（B）に入る数字を次の語群ⅱオ～クから1つ選び、それぞれ記号で答

えなさい。そして、空欄（C）に入る表現を10字以内で答えなさい。 

全国の土地を測量し、土地の値段、いわゆる地価を定めて、その土地の所有者に

は（A）を発行し、その土地の所有を認めた。そして、その地価の（B）％を、土地にか

かる税である地租と定めて、所有者に対して、（C）ことを義務づけた。 

     語群ⅰ  ア、株券   イ、手形   ウ、地券   エ、検地帳 

     語群ⅱ  オ、3      カ、5     キ、8      ク、10 

 

➂ 明治時代の産業や文化の改革について書かれた次のア～エのうち、誤っているもの

を1つ選び、記号で答えなさい。 

     ア、洋服の着用が広がり、ザンギリ頭が文明開化の象徴となった。 

     イ、江戸時代から続く飛脚に代わって、郵便制度が発足した。 

     ウ、1872年に新橋・横浜間で日本初の鉄道が開通した。 

     エ、1873年から太陰暦が採用された。 

 

（6） 第二次世界大戦と戦後の沖縄について、次の➀、➁の問いに答えなさい。 

➀ 次のア～エの文章は、太平洋戦争におけるできごとであるが、時期の古いものから

順に並びかえ、記号で答えなさい。 

     ア、ミッドウェー海戦で敗北する。 

     イ、ハワイの真珠湾にあるアメリカ海軍基地を奇襲攻撃する。 

     ウ、広島に原子爆弾が投下される。 

     エ、アメリカ軍が沖縄に上陸し、沖縄戦が始まる。 

 

➁ 第二次世界大戦後、アメリカの統治下にあった沖縄は、1972年に日本に返還され

ることになるが、この時の内閣総理大臣は誰か、次のア～エから1つ選び、記号で答えな

さい。 

     ア、佐藤栄作   イ、岸信介   ウ、田中角栄   エ、吉田茂 
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〔４〕 杏さんの、日本の貨幣の歴史についての発表を聞いた凜さんは現在の貨

幣制度に興味を持ち、日本の中央銀行である日本銀行についての調べ学習を行っ

た。次の資料は凜さんがまとめたものである。これを見て、あとの問いに答えなさ

い。(12点) 

所在地 本店の住所は東京都中央区日本橋本石町2-1-1 

役

割 

発券銀行 日本の紙幣である（A）を発行できる唯一の銀行 

銀行の銀行 
金融機関は日本銀行に預金口座を持っており、資金の貸し

借りを行っている 

政府の銀行 
政府は日本銀行に預金口座を持っており、税金や社会保険

料の受入れ、年金や公共事業費の支払いなどを行っている 

豆知識 

本店の建物を上空から見ると「円」の文字のように見える 

本店のほか、国内に32の支店、14の事務所を、海外に7の

駐在員事務所を置いている 

（1） 資料中の空欄（A）に入る、日本銀行が発行している紙幣のことを何というか、漢

字で答えなさい。 

 

（2） 政府の銀行である日本銀行は、政府の財政を担っている。次のグラフは令和４年

度の一般会計歳出、歳入の構成を示したものである。日本の財政について、次の➀～➃

の問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務省「令和４年度一般会計歳出、歳入の構成」から作成 
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➀ グラフから読み取れることとして適当なものを、次のア～エから1つ選び、記号で答え

なさい。 

 ア、一般会計歳入における租税及び印紙収入のうち、消費税は約20％を占めている。 

 イ、税収等では歳出全体の半分しかまかなえておらず、残りは公債金に依存している。 

 ウ、新型コロナ対策予備費として、約5兆円が支出されている。 

 エ、社会保障費は地方交付税交付金等に比べると、3倍以上支出されている。 

 

➁ グラフからわかるように、日本の歳出のうち、最大の割合を占めているものは社会保

障費である。日本の社会保障制度のうち、高齢者や母子家庭など、社会的に弱い立場

にある人々に対して、施設やサービスなどの援助を行うしくみを何というか、次のア～エ

から1つ選び、記号で答えなさい。 

     ア、公的扶助   イ、社会保険   ウ、社会福祉   エ、公衆衛生 

 

➂ グラフからわかるように、日本の歳入である租税及び印紙収入のうち、多くの割合を

占めているものは「所得税」である。この税は所得が多い人ほど税率が高くなる課税方

法がとられているが、この課税方法を何というか、解答欄に合うように漢字2字で答えな

さい。 

 

➃ 内閣が作成した予算の審議と議決を行うのは国会の仕事である。毎年１回、１月に

召集され、予算案や法律案の審議を行う国会を何というか、次のア～エから1つ選び、

記号で答えなさい。 

     ア、通常国会   イ、特別国会   ウ、臨時国会   エ、参議院の緊急集会 

 

（3）日本銀行の総裁を任命するのは内閣の仕事とされている。主な内閣の仕事につい

て書かれた次のア～エのうち、誤っているものを1つ選び、記号で答えなさい。 

     ア、天皇の国事行為に対して、助言と承認を行う。 

     イ、外交関係を処理し、条約を締結する。 

     ウ、法律の規定を実施するために、政令を制定する。 

     エ、最高裁判所長官を任命する。 
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〔５〕 次の文章は日本の貨幣について調べ学習を行った杏さんと凜さんの会話

文である。この会話文を読み、あとの問いに答えなさい。(30点)  

凜さん：貨幣について調べてみると、日本の歴史は貨幣の発達とともに歩んできたこ

とがよくわかりました。 

杏さん：そうですね。今度は産業の歴史も調べてみたいと思っています。 

凜さん：日本の産業の歴史といえば、明治時代におきた産業革命がありましたよね。

産業革命といえば（a）イギリスだと思っていたので、日本にもあったのだと授

業で聞いて驚いたのを覚えています。 

杏さん：そうですね、（b）日清戦争前後では紡績や製糸などの軽工業の分野が、日

露戦争前後では鉄鋼などの重工業の分野がそれぞれ発展しました。1883年

には日本最初の蒸気力紡績会社の大阪紡績会社ができました。これをきっか

けに、民間でも大規模な紡績会社がどんどん設立され、機械紡績での生産が

急増しました。しかも、この大阪紡績会社設立を企画した人が次の紙幣になる

らしくて、今話題ですね。 

凜さん：「近代日本経済の父」と言われる実業家の渋沢栄一ですね。新一万円札、慣

れるまで時間がかかりそうですね。 

杏さん：世界文化遺産に登録された（c）富岡製糸場の設立に向けて尽力した人物

であることも有名ですね。他には、新五千円札が、女子英学塾を設立し、女子

教育に力を尽くした（A）。新千円札が、破傷風菌の純粋培養に成功した細菌

学者の（B）です。こちらも手にするのが楽しみです。 

凜さん：産業の歴史で言えば、日本の資本主義経済の発達がこの頃から顕著になり

ますね。 

杏さん：そうですね。ただ、明治時代の産業革命期には（d）過酷な労働環境によって、

犠牲になった労働者たちがたくさんいます。 

凜さん：確か、この頃は出かせぎの若い女子労働者が日本の産業を支えましたよね。

さらに農民が土地を失って、小作人を増加させることにもなりました。 

杏さん：そして、20世紀初めには鉄鋼業が発達していき、その代表として、（e）1901

年、九州北部に設立されたのが八幡製鉄所です。ほかには造船業や鉄道業

も盛んになりました。 

凜さん：ただ、日本経済が豊かになっていく反面、公害問題などの環境への影響が出

ていることも無視できないです。 

杏さん：（f）高度経済成長期においても四大公害病が発生するなど、同じような状況

が起こり、驚異的な経済成長の裏側でたくさんの問題が発生しました。次の

調べ学習では負の部分にもしっかりと目を向けていきたいです。 
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（1） 文章中の空欄（A）、（B）に入る人物名をそれぞれ漢字で答えなさい。 

 

（2） 下線部（a）について、次の➀～➂の問いに答えなさい。 

➀ イギリスは、高緯度であるにもかかわらず、温暖な気候である西岸海洋性気候に属

しているが、なぜこのような気候になるのか、その理由を答えなさい。 

 

➁ イギリスの首都であるロンドンには、経度0度の経線が通っているが、この経線を何と

いうか漢字で答えなさい。 

 

➂ イギリスの議会はアメリカ同様、二大政党制となっているが、その政党は保守党とも

う一つを何というか、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。 

     ア、共和党   イ、民主党   ウ、社会党   エ、労働党 

 

（3） 下線部（ｂ）について、次の➀～➂の問いに答えなさい。 

➀ 1894年、朝鮮で東学の信徒を中心に起きた大規模な農民の反乱を何というか、次

のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。 

     ア、甲午農民戦争   イ、義和団事件   ウ、清教徒革命   エ、太平天国の乱 

 

➁ １８９５年、日清戦争の講和条約として結ばれた条約を何というか、次のア～エから1

つ選び、記号で答えなさい。 

     ア、ポーツマス条約   イ、下関条約   ウ、南京条約   エ、ラムサール条約 

 

➂ 次のア～エの文章は、日清戦争後から第一次世界大戦までに起きたできごとである

が、時期の古いものから順に並びかえ、記号で答えなさい。 

     ア、韓国併合を行い、朝鮮と改めて、日本の植民地とした。 

     イ、日露戦争が勃発した。 

     ウ、辛亥革命により、南京を首都とする中華民国が成立した。 

     エ、イギリスと日英同盟を結んだ。 

 

（4） 下線部（c）について、富岡製糸場が設立された群馬県に関する、次の➀、➁の問

いに答えなさい。 

➀ 群馬県の冬は、日本海側に雪を降らせた北西の季節風が赤城山などを越えてふき

つけるが、この乾燥した季節風のことを何というか、次のア～エから1つ選び、記号で答

えなさい。 

     ア、からっ風   イ、やませ   ウ、やまじ風   エ、貿易風 
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➁ 次の表は、群馬県で栽培が盛んな、ある野菜の都道府県別の収穫量を表したもの

である。この表を見て、その野菜に適するものを、次のア～エから1つ選び、記号で答

えなさい。 

生産地（２０21年） 生産量（トン） 

群馬県 

愛知県 

千葉県 

茨城県 

長野県 

292,000 

267,200 

119,900 

109,400 

72,500 

全国計 1,485,000 

                    （農林水産省） 

     ア、レタス   イ、はくさい   ウ、ほうれんそう   エ、キャベツ 

 

（5） 下線部（d）について、日本の労働に関する、次の➀、➁の問いに答えなさい。 

➀ このような労働環境に対して、労働者は労働組合を結成し、労働運動を始めた。これ

を見た当時の政府は、1900年に法律を制定し、労働運動の取り締まりを強化したが、

この法律を何というか漢字で答えなさい。 

 

➁ 現在、労働者の権利は日本国憲法において、労働基本権として次のようにまとめら

れている。条文中の（C）に入る語句を漢字で答えなさい。 

第28条 勤労者の団結する権利及び（C）その他の団体行動をする権利は、これを保

障する。 

 

（6） 下線部（e）について、次の➀、➁の問いに答えなさい。 

➀ 九州北部は日本で最初に近代的な工業が発展した地域であり、その中心が八幡製

鉄所による鉄鋼業であった。この地域を基礎として発展した工業地帯を何というか、解

答欄に合うように漢字で答えなさい。 

 

➁ 九州北部は農業も盛んで、九州最大の稲作地帯である筑紫平野がある。ここでは

水田の裏作として、冬に小麦や大麦なども栽培しているが、この栽培方法を何というか

漢字で答えなさい。 
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（7） 下線部（ｆ）について、1950年代後半から全国で起きた四大公害病に対して、日

本では人間らしく生活できる環境を求める環境権が主張されるようになった。その中で、

１９６７年、政府が公害に対する法律を制定したが、この法律を何というか漢字で答えな

さい。 

 


