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注意事項

　１．受験番号，氏名および解答はすべて別紙の解答用紙に記入しなさい。

　２．問題用紙に解答を書きこんでも採点されません。

２０２２年度

入　学　試　験

（全　　14　　ページ）
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　 　　　　次の会話文を読み，表や地図，グラフを見て，以下の問いに答えなさい。

ゴールドさん「 東京オリンピック・パラリンピックが，１年の延期を経て開催されたね。開催前は，

コロナウイルスの感染拡大のおそれなどを理由に，中止を求める意見もあったけれど，

ひとまずは開催されてほっとしているよ。」

シルバー君　「 そうだね。オリンピックは 206 の国・地域，パラリンピックは 162 の国・地域が参加

して，大部分は無観客ながらも競技は予定通り行われたよ。マラソンや競歩などは，

暑さを避ける意味で，札幌市で行われたんだね。」

ブロンズさん「 パラリンピックは，ブータン，モルディブ，パラグアイなど５か国が初めて参加した

みたいだよ。ところで，『ＲＯＣ』という選手団を見たんだけど，あれは何だったの？」

ゴールドさん「 『ＲＯＣ』はロシアオリンピック委員会のことだよ。ロシアは，組織的なドーピング

問題で主要国際大会への参加を認められていないんだよ。それで，違反歴や疑惑がな

い選手だけ，個人参加の資格でオリンピック・パラリンピックへの出場が認められて

いるんだ。」

シルバー君　「 それから，『難民選手団』というのもあったんだよ。これは，紛争などで他国に逃れ

たアスリートが参加できるようにするためのしくみで，前回のリオデジャネイロ大会

で初めて結成されたんだよ。」

ブロンズさん「 難民の選手は，十分な環境が整わない中で練習を重ねて，オリンピック・パラリンピッ

クに参加しているんだね。」

ゴールドさん「次の夏季オリンピック・パラリンピックはどこだったっけ。」

シルバー君　「 2024 年がフランスのパリ，2028 年がアメリカのロサンゼルス，2032 年がオーストラ

リアのブリスベン。ここまでは決まっているよ。」

ブロンズさん「過去に開催したことのある都市が多いみたいだけど…」

ゴールドさん「 そうだね。近年では，開催にお金がかかりすぎているという批判もあるから，過去に

開催経験のあるところは既存の施設を利用したりして，費用をおさえることができる

のが利点だと考えられているよ。」

　　　　

第１問

① 

②

③ 

④

⑤ ⑥ ⑦ 
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問１　下線部①について，東京には多くの人，もの，情報が集まり，一極集中の状態となっています。

次の表１は，４つの業種について，卸売業の年間商品販売額を示しています。表１を参考に，全

国の卸売業の年間商品販売額にしめる東京都の割合が最も高い項目を，下のア～エから１つ選び，

記号で答えなさい。

　　　　　

ア．繊維・衣服等　　　　　　　　　イ．飲食料品

ウ．建築材料，鉱物・金属材料等　　エ．機械器具

問２　下線部②について，次の問いに答えなさい。

⑴　次の表２のア～エは，札幌市（北海道），釧路市（北海道），上越市（新潟県），宮古市（岩

手県）の月別平均気温と降水量を示しています。札幌市にあてはまるものを，表２中のア～エ

から１つ選び，記号で答えなさい。

　

⑵　札幌市には明治時代に開拓使が置かれ，道内の大規模な開拓の拠点となりました。この開拓

の中心となった，北方の警備を兼ねた開拓民のことを何というか，書きなさい。

表１

項目
全国の

年間商品販売額
（億円）

東京都の
年間商品販売額

（億円）

繊維・衣服等  117043  42161

飲食料品  850238 250429

建築材料，鉱物・金属材料等 1084959 491421

機械器具 1054624 404467

 出典：「データでみる県勢 2021 年版」

表２
１月 ４月 ７月 10 月

ア
平均気温（℃） 2.5 11.7 25.0 16.4
降水量（mm） 429.6 105.3 206.8 213.9

イ
平均気温（℃） －3.2 7.3 21.1 12.1
降水量（mm） 108.4 54.6 90.7 109.9

ウ
平均気温（℃） －4.8 4.0 16.1 11.0
降水量（mm） 40.4 79.4 120.3 112.7

エ
平均気温（℃） 0.5 8.9 20.3 13.6
降水量（mm）  63.4 91.9 157.5 166.1

 出典：「気象庁ホームページ」
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問３　下線部③について，ロシアと日本の関係を述べた次の文中の（　　　）にあてはまる島名を書

きなさい。

　　

問４　下線部④について，次の問いに答えなさい。

⑴　リオデジャネイロが位置するブラジルの自動車生産について述べた次の文中の（　　　）に

あてはまる語を書きなさい。

　　　

⑵　次の地図１中のリオデジャネイロが７月１日午前８時のとき，日本は７月１日午後８時です。

このことから，リオデジャネイロの標準時子午線となっている地図１中のＸの経線の経度とし

て適当なものを，下のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

　　　　地図１

　　　　

　ア．西経 105 度　　イ．西経 75 度　　ウ．西経 45 度　　エ．西経 15 度

問５　下線部⑤について，フランスの北部では，混合農業がさかんに行われています。混合農業とは

どのような農業か，組み合わせる２つのものを明らかにして，20 字以上 30 字以内で述べなさい。

　ロシアは，第二次世界大戦末期にソ連が占領した（　　　）島，国後島，色丹島，歯舞群

島を，ソ連の解体後も引き続き不法に占拠しています。これらの島々は北方領土とよばれ，

幕末に結ばれたロシアとの条約以来の日本固有の領土であることから，日本は返還を求め続

けています。

　ブラジルでは，フレックス車とよばれる自動車が多く生産されています。これは，ガソ

リンだけでなく，ブラジルではおもにさとうきびを原料に生産されている（　　　）燃料

（エタノール）も燃料とすることができる車で，ブラジルでは一般的に販売されています。

日本の
標準時子午線

Ｘ

日本

リオデジャネイロ
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問６　下線部⑥について，次の地図２のａ～ｄは，ある統計についての上位５州をそれぞれ示したも

のです。ａとｃにあてはまるものを，下のア～エから１つずつ選び，記号で答えなさい。

　　　　　地図２

　　　

 出典：「データブック　オブ・ザ・ワールド 2021 年版」

ア．小麦の収穫量が多い上位５州

イ．とうもろこしの収穫量が多い上位５州

ウ．人口にしめるアフリカ系の割合が高い上位５州

エ．人口にしめるヒスパニックの割合が高い上位５州

問７　下線部⑦について，次のグラフは，オーストラリアの移民における出身地域別の割合の推移を

示しています。1961 年と 2011 年を比べたとき，オーストラリアの移民にはどのような変化が見

られるか，グラフから読みとったことをもとに，その変化が起こった理由にも触れて，50 字以

内で述べなさい。

　　　グラフ

　　　

 出典：「オーストラリア統計局資料」

ａ

ｃ

ｂ

ｄ

89.7％ 70.7％

32.6％
11.6％

30.8％

36.6％

17.7％

5.9％4.4％

1961年 2011年1981年

アジア出身ヨーロッパ出身 その他



― 5 ―

　 　　　　次の〔Ａ〕，〔Ｂ〕の文を読み，以下の問いに答えなさい。

問１　下線部①について，この原則を普通選挙といい，選挙の原則の１つとなっています。普通選挙

のほかに日本の選挙で採用されている原則にあてはまらないものを，次のア～エから１つ選び，

記号で答えなさい。

ア．有権者が候補者を直接選出する原則

イ．有権者が自分の名を書かずに投票する原則

ウ．全員が同じ価値の一票を投じる原則

エ．決められた投票日のみ投票できる原則

問２　下線部②について，参議院議員を選出する選挙では，比例代表制が採用されています。次の表

は，４つの政党によって比例代表制による選挙を行った際の，各政党の得票数を模式的に示した

ものです。表をもとに，ドント式によって各政党に合計６つの議席を配分するとき，４つの政党

が獲得する議席の数として適当なものを，下のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア．Ｐ党－４議席　Ｑ党－１議席　Ｒ党－１議席　Ｓ党－０議席

イ．Ｐ党－３議席　Ｑ党－２議席　Ｒ党－１議席　Ｓ党－０議席

ウ．Ｐ党－３議席　Ｑ党－１議席　Ｒ党－１議席　Ｓ党－１議席

エ．Ｐ党－４議席　Ｑ党－２議席　Ｒ党－０議席　Ｓ党－０議席

問３　（　　　③　　　）にあてはまる，国務大臣を任命する際の条件を，15 字以内で述べなさい。

第２問

〔Ａ〕

　日本では，18 歳以上のすべての人に選挙権が与えられており，衆議院議員，参議院

議員，都道府県知事，都道府県議会議員，市区町村の首長，市区町村議会の議員を選挙

によって選出する。内閣総理大臣は国会議員の中から指名され，国務大臣を任命して行

政権を担う。内閣総理大臣，国務大臣はいずれも文民でなければならない。また，国務

大臣はその（　　　③　　　）ことが定められており，その多くは中央省庁の長となっ

て政治にあたる。地方公共団体では，住民は直接請求権を持っており，監査請求，条例

の制定・改廃の請求，首長や地方議会議員の解職，地方議会の解散について認められて

いる。

① ②

④

表
政党 得票数（票）
Ｐ党 42000
Ｑ党 15000
Ｒ党 12000
Ｓ党 6000
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問４　下線部④について，条例の制定・改廃の直接請求について述べた次のＸ，Ｙの文の正誤の判断

の組み合わせとして適当なものを，下のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

Ｘ　有権者数の 50 分の１以上の署名を必要とする。

Ｙ　集めた署名は，地方議会の議長に提出する。

ア．Ｘ－正しい　Ｙ－正しい　　イ．Ｘ－正しい　Ｙ－誤り

ウ．Ｘ－誤り　　Ｙ－正しい　　エ．Ｘ－誤り　　Ｙ－誤り

問５　下線部⑤について述べた次の文中の（　ａ　），（　ｂ　）にあてはまる語を，それぞれ書きな

さい。

　　

〔Ｂ〕

　裁判には民事裁判と刑事裁判があり，民事裁判は私人の間の争いごとを，刑事裁判は

犯罪行為が疑われる事案についてその有罪・無罪を裁く。裁判官はその地位を保障され

ており，憲法や法律にのみ拘束される。近年では司法制度改革が進められ，国民が裁判

に参加する裁判員裁判の導入や，日本司法支援センター（法テラス）の設置などが進め

られている。

⑤ 

　刑事裁判で起訴された人のことを（　ａ　）という。（　ａ　）を起訴し，証拠をそろえて犯

罪行為があったことを追及する役割の公務員を（　ｂ　）といい，（　ａ　）にはその権利を守

るために弁護人がつく。
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　 　　　　次の年表を見て，以下の問いに答えなさい。第３問

年 おもなできごと

239 卑弥呼が中国の皇帝に使いを送る……………………………………………Ａ

ア

603 聖徳太子（厩戸皇子）が冠位十二階の制度を定める………………………

イ

794 桓武天皇が平安京に都を移す…………………………………………………

ウ

894 菅原道真が遣唐使の停止を提言する…………………………………………

エ

1016 藤原道長が後一条天皇の摂政となる…………………………………………

オ

1192 源頼朝が征夷大将軍に任命される……………………………………………

カ

1392 足利義満が南北朝を統一する…………………………………………………

キ

1571 織田信長が比叡山を焼き討ちする……………………………………………

ク

1635 徳川家光が日本人の海外渡航や帰国を禁じる………………………………

ケ

1787 松平定信が寛政の改革を始める………………………………………………

コ

1860 井伊直弼が桜田門外で暗殺される……………………………………………Ｂ



― 8 ―

問１　次の１～４の法令は，左のページの年表のア～コのどの時期に出されましたか。それぞれ適当

な時期をア～コから１つずつ選び，記号で答えなさい。

１　諸国の百姓が，刀や脇差，弓，やり，鉄砲，その他の武器を持つことはかたく禁止する。

２　各国に命じて七重塔を建立し，僧寺（国分寺）には 20 人の僧を置くこととせよ。

３　諸国の守護の職務は，御家人に京都の警備を催促することと，謀反人・殺害人を捕らえるこ

とに限る。

４　石高１万石につき，100 石を幕府に献上せよ。これにより，参勤交代の期間を半年に免除する。

問２　年表中のＡのころの中国の状況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．魏・呉・蜀の３つの国が，それぞれ覇権をめぐって争っていた。

イ．漢が中央アジアに領土を広げ，交易路としてシルクロードが成立した。

ウ．秦の始皇帝が中国を統一し，北方の防衛のために万里の長城を築いた。

エ．多くの国に分裂して争う春秋・戦国時代が続いていた。

問３　年表中のＢについて述べた次の文中の（　①　），（　②　）にあてはまる語の組み合わせとし

て適当なものを，下のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

　　

ア．①－日米和親条約　　　②－蛮社の獄　　イ．①－日米和親条約　　　②－安政の大獄

ウ．①－日米修好通商条約　②－蛮社の獄　　エ．①－日米修好通商条約　②－安政の大獄

　井伊直弼は，大老に就任すると，朝廷の許可を得ないまま（　①　）の締結に踏み切った。

このことに対する強い反発が起こると，井伊直弼は幕府の方針に反対する大名や公家，藩士

などを大量に処罰する（　②　）を行ったが，これに反発した水戸藩の浪士らによる井伊直

弼を暗殺する桜田門外の変が発生した。
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　 　　　　次の〔Ａ〕，〔Ｂ〕の文を読み，以下の問いに答えなさい。

問１　下線部①について，次の資料１は，地租改正に関する政府の命令を示したもので，資料２は地

租改正後における政府の収入にしめる地租の割合を示しています。地租改正が行われた目的を，

資料１，資料２から読みとれることに触れながら，「政府の収入」の語を用いて，30 字以内で述

べなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問２　下線部②について，このころ政府の要職を独占したのはどの藩の出身者であったか，次のア～

カから２つ選び，記号で答えなさい。

ア．尾張藩　　イ．薩摩藩　　ウ．松前藩　　エ．紀州藩　　オ．長州藩　　カ．会津藩

問３　下線部③に関連する次のア～エのできごとを時期が古い順に並べたとき，３番目にくるものを

１つ選び，記号で答えなさい。

ア．国会期成同盟が結成された。　　　　　イ．政府が 10 年後の国会開設を約束した。

ウ．自由党や立憲改進党が結成された。　　エ．民撰議院設立の建白書が政府に提出された。

第４問

〔Ａ〕

　明治政府は欧米諸国にならった近代化を急速に進め，学制，兵制，税制の改革を進め

た。しかし，その政治は，「藩閥政治」として非難され，議会の開設を求める自由民権

運動がさかんになった。また，このころには産業や思想の面でも西洋の影響が強く見ら

れるようになった。

①

② ③ 

④

資料１

　今般地租改正につき，旧来の年貢はことごと

く廃止し，さらに地券の調査が済みしだい，土

地の価格の百分の三をもって地租と定める。…

　…地租改正が施行された上は，土地の価格に

対して税を課すので，以後たとえ豊作の年で

あっても増税をしないのはもちろん，凶作の年

であっても減税は一切行わない。

資料２

 出典：「日本経済統計総観」

0
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3000
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問４　下線部④について，このころに新たに発達した産業に関連する資料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．　　　　　　　　　　　　　　　イ．

ウ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ．
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問５　下線部⑤について，日清戦争の講和条約が結ばれると，その内容について三国干渉が起こりま

した。三国干渉とはどのようなことであったか，次の国名のうち３つを用いるとともに，「返還」

の語を用いて，50 字以内で述べなさい。

　　

問６　下線部⑥について，日本軍が満州事変を起こして満州国を建国した際に，元首として迎えた人

物を，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア．袁世凱　　イ．溥儀　　ウ．蔣介石　　エ．孫文

問７　下線部⑦について，この講和条約が結ばれた都市を，次の地図中のア～エから１つ選び，記号

で答えなさい。

　　　　地図

　　　　

問８　下線部⑧について，高度経済成長期（1955 年～ 1973 年）に起こったできごととして適当でな

いものを，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア．日中平和友好条約が結ばれた。　　イ．日本が国際連合に加盟した。

ウ．東海道新幹線が開通した。　　　　エ．公害対策基本法が制定された。

〔Ｂ〕

　日清戦争，日露戦争に勝利し，第一次世界大戦でも戦勝国となったことで，日本は列

強の一員として国際的な地位を高めた。しかし，大陸への進出を強めるとともに国際的

な孤立を深め，第二次世界大戦では敗戦国となって，ＧＨＱによる占領政策のもとに置

かれた。1951 年に講和条約を結んで独立を回復すると，高度経済成長を通じて経済大

国となり，サミットにもアジアで唯一参加している。

⑤ 

⑥ 

⑦ ⑧

〔国名〕　イギリス　　ロシア　　アメリカ　　イタリア　　ドイツ　　フランス

ア

イ

ウ
エ
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問題は次のページへ続きます。
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　 　　　　次の資料１，２を見て，以下の問いに答えなさい。

問１　下線部①について，近年の労働のあり方として，仕事だけでなく家庭や地域生活でも役割を果

たせるような働き方が求められています。このような仕事と個人の生活を両立させる考え方を何

というか，書きなさい。

問２　下線部②について，貯蓄にあたる部分の多くを保管している銀行について述べた，次のＸ，Ｙ

の文の正誤の判断の組み合わせとして適当なものを，下のア～エから１つ選び，記号で答えなさ

い。

Ｘ　銀行が，個人や企業から預かった資金をもとに貸しつけを行うことを，直接金融という。

Ｙ　銀行は，貸しつけの利子よりも預金の利子を高くすることで，その差額を利潤（利益）とし

ている。

ア．Ｘ－正しい　Ｙ－正しい　　イ．Ｘ－正しい　Ｙ－誤り

ウ．Ｘ－誤り　　Ｙ－正しい　　エ．Ｘ－誤り　　Ｙ－誤り

第５問
資料１

　消費支出は，労働の対価として得た賃金や，事業を行って得た利益などを収入（所得）として，

その中から税や社会保険料などを引いた残りの部分（可処分所得）からあてられます。可処分所

得のすべてを消費支出に回すのではなく，将来の支出に備えて貯蓄に回す場合もあります。

①

②
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問３　資料２のグラフのＸ～Ｚは，企業数，従業者数，製造品出荷額のいずれかにあてはまります。

Ｘ～Ｚにあてはまる項目の組み合わせ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．Ｘ－企業数　　Ｙ－従業者数　　　Ｚ－製造品出荷額

イ．Ｘ－企業数　　Ｙ－製造品出荷額　Ｚ－従業者数

ウ．Ｘ－従業者数　Ｙ－企業数　　　　Ｚ－製造品出荷額

エ．Ｘ－従業者数　Ｙ－製造品出荷額　Ｚ－企業数

問４　下線部③について，次は，株主の権利について述べたものです。文中の（　　　）にあてはま

る内容を，15 字以上 25 字以内で書きなさい。

　　

資料２

　右のグラフは，製造業の企業数，従業者数，製

造品出荷額について，大企業（従業者数 300 人以

上）と中小企業（従業者数 299 人以下）の内訳を

示したものです。企業は大きく公企業と私企業に

分けられ，私企業の代表的なものが株式会社で

す。株式会社は，株主に株式を購入してもらうこ

とで資金を得て活動しています。　

大企業
32.5％

中小企業
67.5

53.0％ 47.0

1.0％

99.0

Ｘ

Ｙ

Ｚ

③ 出典：「日本国勢図会 2021/22 年版」

　株主は，株式会社が経済活動を行って得た利潤（利益）の一部を配当として受け取ること

ができます。また，（　　　）こともでき，その議決権は保有する株式の数に応じて与えら

れるので，多くの株式を保有するほど強い発言権を持つことになります。


