
平成31年度

札幌日本大学中学校
入学選抜試験
【1月9日】

社　　会
試験時間　40分

1	．指示があるまで，問題冊
さっ

子
し

を開いてはいけません。

2	．答えは，解答用紙に記入してください。問題は， 1 〜 3 まであります。
3	．試験監

かん

督
とく

の先生の指示に従って，試験を開始してください。

4	．試験の途中で，トイレに行きたくなったり，気分が悪くなったりした場

合は，手をあげて試験監督の先生の指示を受けてください。

5	．試験開始の指示があってから，解答用紙に「受験番号」「氏名」を記入して

ください。

6	．解答用紙には，解答以外を記入しないでください。

7	．試験が早く終わっても，周囲を見回したり，横を向いたりしてはいけま

せん。試験監督の先生から注意を受けることがあります。

8	．机の上には，筆記用具以外は置いてはいけません。風
か

邪
ぜ

などにより，ティッ

シュペーパーを使用したい場合は，予
あらかじ

め試験監督の先生に申し出てくださ

い。





1 �　次の文章を読んで、あとの問1〜問 5に答えなさい。

�　

　日本列島のa気候は、国土が南北に長く、緯
い

度の差が大きいので、気温の差が

大きい。また、標高の高い山脈によって日本海側と太平洋側とで気温に違
ちが

いがみ

られ、標高の高い内陸部で気温の低い地域があるので、b気候条件によってさまざ

まな農産物が生産されている。降水量は世界と比べて多く、特に西日本の太平洋

側で降水量が多い。これは梅雨前線や局地的な集中豪
ごう

雨、そして台風などによる

降水のためである。降水量の比較的少ないところは、梅雨の影響
きょう

が少ない北海

道や、南北を山地に囲まれている瀬戸内沿岸であるが、2018年7月には、c広島県

を中心とした広範囲で異常な雨が降り、d大規模な土砂災害が発生して多くの人命

がうばわれたりもしている。

問 1　下線部 aに関して、次の表は長野・福井・熊本・青森の 4観測地点の

月別平均気温（1981 〜 2010 年の平均値）と、月別平均降水量（1981

〜 2010年の平均値）です。長野・福井・熊本・青森にあてはまるものを、

表中のA〜Dからそれぞれ選んで、記号で答えなさい。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全　体

A −1.2
144.9

− 0.7
111.0

2.4
69.9

8.3
63.4

13.3
80.6

17.2
75.6

21.1
117.0

23.3
122.7

19.3
122.7

13.1
103.9

6.8
137.7

1.5
150.8

10.4（℃）
1300.1（㎜）

B 3.0
284.8

3.4
169.7

6.8
156.8

12.8
127.3

17.7
146.2

21.6
166.5

25.6
233.4

27.2
127.6

22.7
202.3

16.6
144.9

11.0
205.3

5.9
272.9

14.5（℃）
2237.6（㎜）

C −0.6
51.1

0.1
49.8

3.8
59.4

10.6
53.9

16.0
75.1

20.1
109.2

23.8
134.4

25.2
97.8

20.6
129.4

13.9
82.8

7.5
44.3

2.1
45.5

11.9（℃）
932.7（㎜）

D 5.7
601

7.1
83.3

10.6
137.9

15.7
145.9

20.2
195.5

23.6
404.9

27.3
400.8

28.2
173.5

24.9
170.4

19.1
79.4

13.1
80.6

7.8
53.6

16.9（℃）
1985.8（㎜）

『データブック�オブ・ザ・ワールド2016』より作成

問 2　下線部 bに関して、次の表は鹿児島・富山・山梨・神奈川における米・野菜・

果実・畜
ちく

産の農業産出額（億円）の割合を示したものです。E〜 Hに当て

はまる県名をそれぞれ答えなさい。

県　名 米（％） 野　菜（％） 果　実（％） 畜　産（％）
E 5.0 55.2 10.9 18.9
F 69.4 8.1 3.3 14.0
G 8.3 12.5 62.2 8.7
H 5.9 12.1 2.2 60.9

『データブック�オブ・ザ・ワールド2016』より作成
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問 3　下線部 cの広島県は、原ばく資料館や宮島を観光として多くの外国人が

訪れます。資料A・Bを読み⑴・⑵に答えなさい。

［資料A］

外国人述べ宿泊者数の国籍別構成比（2016 年）

イタリア
ドイツ
韓国

イギリス
フランス
香港
台湾
中国

オーストラリア
米国

2.7％
3.4
3.8％
4.9％
5.0％

7.9％
8.1％
9.5％
9.8％

13.3％

［資料 B］

訪問地別1人1回当たり旅行消費単価（2016 年）
（円）

1　位 北海道 65,973

2　位 東京都 64,952

3　位 埼玉県 51,303

4　位 沖縄県 47,163

5　位 高知県 47,089

・・・

24位 広島県 21,000

単純平均 24,716

� ⑴�　北海道にも多くの外国人が訪問しています。近年、世界の大企業によ

り土地開発がすすみ、欧米、オーストラリアなどからの観光客が大きく

増加している北海道の町の名前を答えなさい。

� ⑵�　資料Bでは北海道が第 1位になっていますが、その理由として考えら

れることを答えなさい。

問 4　下線部 dに関して、災害から身を守るための行動として内容が適当でな

いものを、次のア〜エから一つ選んで、記号で答えなさい。

� ア�　広域避
ひ

難所までの避難ルートを実際に歩いて、危険な場所がないかど

うかを確認しておく。

� イ�　警報の発令や、避難指示の防災放送などに注意をはらい、すぐに避難

ができるように防災グッズを常備しておく。

� ウ�　事前に災害ボランティアとして行政などに登録をして、避難所生活で

の待遇
ぐう

を良くしてもらえるようにしておく。

� エ�　行政が配布、もしくはホームページで公表しているハザードマップを

日頃から参考にして、避難場所を確認しておく。
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問 5　次の表は東京・島根・秋田・沖縄の面積・人口密度・人口増加率・65歳

以上人口割合を示したものです。I 〜 Lにあてはまる都道府県名をそれぞれ

答えなさい。

県　名 面　積
（㎢）

人口密度
（人／㎢）

人口増加率
（‰）

65歳
さい

以上
人口割合（％）

I 11638 90 − 12.7 32.3
J 2191 5879 5.7 22.1
K 6708 104 − 7.9 31.4
L 2281 633 3.2 18.7

『データブック�オブ・ザ・ワールド2016』より作成

2 �　次の【設問1】〜【設問3】の各問いに答えなさい。
　【設問1】

　�　小学校では6年生のときに日本の歴史を学びます。中学校では、中学1・2年

のときに『歴史』という科目のなかで、日本の歴史を学びます。中学校では小学

校よりくわしく歴史を学びますが、歴史を学ぶわけですから、基本的なところは

変わりません。

　�　次の二つの枠
わく

内の文章［A］・［B］は、武家政治の始まりの内容を、［A］小学

校で使われているある教科書から、［B］中学校で使われている『歴史』の教科

書から抜
ぬ

き出したものです。（設問の都合上、一部修正しています）

　文章［A］：小学校で使われているある教科書から抜き出したもの

　平氏を滅ぼした源頼朝は、鎌倉で武士による政治のしくみを整えていきま

した。さらに頼朝は、朝廷にせまり、家来となった武士（御家人）を地方の

守護や地頭につけ、地方にも力がおよぶようにしました。

　1192年には、頼朝は朝廷から征夷大将軍に任命され、全国の武士を従え

る最高の地位につきました。鎌倉で頼朝によってはじめられた、武士による

政府を鎌倉幕府といい、幕府の続いた約140年間を鎌倉時代といいます。

　御家人となった武士は、将軍から、先祖代々の領地や自分が開発した領地

の支配を認めてもらったり、戦いで手がらをたてて新しく領地をもらったり

しました。これを御恩といいます。そのかわり、戦いがおこれば、「いざ鎌
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問 1　文章［A］を参考にして、文章［B］の【�1�】〜【�6�】に入る適語を答

えなさい。

　文章［B］：中学校で使われている教科書から抜き出したもの

倉」と一族を率いて将軍のもとにかけつけ、命がけで働きました。これを奉

公といいます。

　鎌倉幕府は、こうした御恩と奉公という、将軍と御家人の強い結びつきに

よって成り立っていました。

　しかし、頼朝が死ぬと、幕府内にうちわもめが続き、源氏の将軍は3代で

絶えました。そして将軍を助ける役職（執権）についていた北条氏が、幕府

の政治をすすめていきました。

　1180年、伊豆にいた源頼朝や木曽の源義仲などが、平氏をたおそうと兵

をあげ、全国的な内乱が始まりました。

　鎌倉を本拠
きょ

として指揮をとった頼朝は、集まってきた武士と主従関係を結

んで【�1�】とし、武家の政治のしくみを整えていきました。

　頼朝が派遣
けん

した弟の義経らは、平氏を追って西に進み、1185年、壇ノ浦

の戦いで平氏をほろぼしました。その後頼朝は、対立して姿を隠
かく

した義経を

捕
と

らえるとして、朝廷にせまって国ごとに【�2�】を、荘園や公領に地頭を

おくことを認めさせ、【�1�】をこの役につけました。さらに、義経をかく

まったことを理由に奥州藤原氏を攻
せ

めほろぼし、1192年、頼朝は、武士の

総大将として征夷大将軍に任じられました。

　こうして12世紀の末に鎌倉に立てられた武士の政権を鎌倉幕府といい、

幕府の続いた約140年間を鎌倉時代といいます。

　将軍は、【�1�】の領地を公認・保護し、【�1�】を【�2�】や地頭などに任

命しました。これを【�3�】といいます。その代わりに、【�1�】は京都・鎌

倉の警備にあたり、戦いのときには、一族・郎党や下人を率いて命がけで合

戦に参加しました。これを【�4�】といいます。鎌倉幕府の組織は、この【�3�】

と【�4�】の関係をもとに成り立っていました。

　頼朝の死後、頼朝の妻政子の実家である【�5�】氏がしだいに幕府の実権

をにぎるようになり、【�6�】という地位について政治を行いました。
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問 2　次の〔1〕・〔2〕は、修道中学校で行われたある学力テストの問題です。

文章［A］・［B］を参考にして、それぞれ答えなさい。

� 〔1〕�　鎌倉幕府に関する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�　鎌倉幕府の政治のしくみは、朝廷のしくみをまねてつくられました。

� 　　イ�　鎌倉幕府の第2代将軍には、頼朝の弟義経が任じられました。

� 　　ウ�　鎌倉幕府は当初は鎌倉を本拠地にしていましたが、承久の乱で朝

廷軍を打ち破ったあと、本拠地を京都に移しました。

� 　　エ�　源氏の将軍が絶えたあと、源頼朝の妻政子の実家が鎌倉幕府の実

権をにぎりました。

� 〔2〕�　鎌倉時代の武士に関する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�　平氏を倒
たお

そうと兵をあげた武士は、そのほとんどが西国に住む武

士たちでした。

� 　　イ�　自分の領地を命がけで守る武士の生活のなかから、「一所懸命」と

いう言葉が生まれました。

� 　　ウ�　武士たちは、鎌倉を守る役目がありましたが、京都を守る役を務

めることはありませんでした。

� 　　エ�　元の大軍が攻めてきたときに活やくした武士たちには、恩賞とし

て多くの新しい領地があたえられました。

　【設問2】　次の問3・問 4に答えなさい。

問 3　次の①・②の文ともっとも関係が深いことを、それぞれあとのア〜キか

ら一つずつ選んで、記号で答えなさい。

� ①�　阿弥陀仏に念仏を唱えればよいという教えが貴族のあいだに広まりました。

� ②�　足利義満が文化や芸術を保護しました。

� 　ア　浮世絵が民衆に多く買い求められました。

� 　イ　御成敗式目がつくられました。

� 　ウ　平等院鳳凰堂がたてられました。

� 　エ　藤原京がつくられました。

� 　オ　法隆寺がたてられました。

	 ―	 5 	―



� 　カ　観阿弥・世阿弥父子が能を大成しました。

� 　キ　銀閣がたてられました。

問 4　次の①・②の文ともっとも近い時期のできごとを、それぞれあとのア〜

キから一つずつ選んで、記号で答えなさい。

� ①�　『解体新書』が出版されました。

� ②�　第一次世界大戦がおこりました。

� 　ア�　本居宣長が『古事記伝』を完成させました。

� 　イ�　日米和親条約が結ばれました。

� 　ウ�　参勤交代の制度が整えられました。

� 　エ�　蝦夷地が北海道と改称
しょう

されました。

� 　オ�　大日本帝国憲法が発布されました。

� 　カ�　韓国を併
へい

合して植民地にしました。

� 　キ�　日本がドイツ・イタリアと同盟を結びました。

　【設問3】　次の問5〜問 8に答えなさい。

問 5　右の絵は、江戸時代に来日した

朝鮮通信使の行列をえがいたもの

です。通信使は、将軍がかわった

ときに、お祝いと友好を目的に派

遣された使節団で、各地でかんげ

いされ、江戸をおとずれましたが、

江戸幕府にとって通信使を迎
むか

える

ことは、朝鮮との友好をはかるだ

けでなく、幕府の力を示すうえでも大きな意味がありました。

� 　江戸幕府は、1636年・1643年・1655年の 3度、通信使を国内の「あ

る場所」まで連れて行っています。連れて行った「ある場所」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。また、なぜそ

の場所に連れて行ったのか、わかりやすく説明しなさい。

� ア　長崎　　イ　日光　　ウ　堺
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問 6　明治時代になると、人々の生活

のなかにも、欧米の制度や生活様

式が取り入れられるようになりま

した。このような風潮を文明開化

といいます。男性が牛なべを食べ

ている右の絵は、この風潮をよく

表しています。

� 　しかし、新しい生活様式は簡単

に普
ふ

及したわけではありませんでした。このことは右の絵のどのようなと

ころに表れていますか。わかりやすく説明しなさい。

問 7　下の二人の人物は、西郷隆盛と板垣退助です。この二人は、最初は明治

政府の中心人物として活やくしましたが、ともに 1873 年に政府を去り、

のちに政府と対決する動きの中心人物となりました。

� 　あなたがもし明治時代に生きて政府と対決する動きに加わるとしたら、

この二人のうちどちらの動きに加わりますか。西郷隆盛を中心とする動き

に加わる人はア、板垣退助を中心とする動きに加わる人はイと書きなさい。

そして、その理由をわかりやすく説明しなさい。

� ア　西郷隆盛　　　　　　　イ　板垣退助

�
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問 8　右の絵は日清戦争前の東アジアの関係

を表す有名なふうし画で、1887 年にえ

がかれました。

� 　この絵では左端
はし

の人物が日本を表して

いますが、この絵がえがかれてから数年

後の東アジアは、日本の背後に、日本の

背中を押していた「ある国」を表す人物を書き加えた方がより正しい関係

となります。「ある国」とはどこですか。国名を答えなさい。また、その国

を答えた理由をわかりやすく説明しなさい。

3 �　次の年表を見て、あとの問 1〜問 7に答えなさい。なお、この年表は、第二
次世界大戦が終わった西暦年を元年とした、「戦後暦」です。日付は日本時間です。

元年 8月14日 ポツダム宣言を受け入れる
2年 4月10日 ①（�1�）議院議員総選挙が行われる
3年 5月3日 a日本国憲法が施行される
5年 11月 【�1�】のノーベル物理学賞が決まる
6年 6月25日 朝鮮戦争がおこる
7年 9月9日 【�2�】平和条約・日米安全保障条約が結ばれる
8年 4月28日 日本が独立を回復する
9年 7月 朝鮮戦争が休戦する
10年 3月 ビキニ水爆

ばく

実験で第五福竜丸が被
ひ

災する
12年 12月 日本がb国際連合に加盟する
20年 10月 オリンピック・東京大会が開かれる
26年 3月 日本万国博覧会が開かれる
あ年 2月 冬季オリンピック・【�3�】大会が開かれる

5月15日 沖縄が日本に復帰する
34年 8月12日 日中平和友好条約が結ばれる
45年 1月7日 天皇崩

ほう

御
ぎょ

、元号が「昭和」から「平成」へ改まる
51年 1月17日 阪神淡路大震災が起こる
54年 2月 冬季オリンピック・長野大会が開かれる
56年 7月 九州・沖縄サミットが開かれる
58年 5月 日本と韓国でサッカー・ワールドカップ大会を共催

さい

する
60年 1月 イラクの復興支援

えん

に自衛隊が派遣される
65年 5月 c裁判員制度が始まる

8月 ②（�2�）議院議員総選挙が行われる
67年 3月い日 d東日本大震災が起こる
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68年 12月 ③（�3�）議院議員総選挙が行われる
69年 7月 ④（�4�）議院議員通常選挙が行われる
70年 12月 ⑤（�5�）議院議員総選挙が行われる
72年 4月14日 熊本地震が発生する

5月27日 eアメリカ大統領が広島訪問、原爆慰
い

霊碑
ひ

に献
けん

花する
6月24日 イギリスのEU離脱に関する国民投票が実施される
7月10日 ⑥（�6�）議院議員通常選挙が行われる
8月11日 この年より、新たな祝日である【�4�】の日となる

73年 10月22日 ⑦（�7�）議院議員通常選挙が行われる
74年 2月25日 オリンピック・平昌大会が開催される

3月30日 政府が「即位礼正殿の儀」を2019年10月22日に国事行為として行うこ
とを発表

6月3日 【�5�】さんが半年滞在していた国際宇宙ステーションから地球に帰還
9月6日 f北海道胆振東部地震が発生する

問 1　　　線部①〜⑦の選挙に関して、次のA〜Cの各問いに答えなさい。

� A�　（�1�）〜（�7�）には、それぞれ漢字一字が入ります。（�7�）と同じ漢字

が入るものを①〜⑥から全て選び、記号で答えなさい。

� B�　⑥の選挙から、選挙権に関して、従来とは大きな変化がありました。

何がどのように変わったのか、わかりやすく説明しなさい。

� C�　②〜⑦の選挙のうち、政権交代をもたらしたものが 2つあります。首相の所

属政党が、民主党から自由民主党に代わったものを選んで、数字で答えなさい。

問 2　沖縄が日本に返還された（復帰）したのは昭和47年でした。あに入る二

桁の数字を答えなさい。

問 3　いに入る二桁の数字を答えなさい。

問 4　【�1�】・【�5�】に入る人命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。

【�1�】 【�4�】
ア 山中伸弥 山崎直子
イ 湯川秀樹 金井宣茂
ウ 川端康成 若田光一
エ 大隅良典 向井千秋
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問 5　【�2�】・【�3�】に入る地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。

【�2�】 【�3�】
ア ワシントン 青　森
イ ロンドン 盛　岡
ウ パリ 新　潟
エ サンフランシスコ 札　幌

問 6　【�4�】に入る適語を、漢字一文字で書きなさい。

問 7　　　線部 a〜 fについて、それぞれの問いに答えなさい。

� a�　この憲法についての記述として誤っているものを、次のア〜オから二つ

選んで、記号で答えなさい。

� ��ア�　三つの原則として、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義があります。

� ��イ�　天皇は国の象徴であり、その地位は天皇の意思に基づきます。

� ��ウ�　全文では、二度と戦争をしないという国民の決意が示されており、ま

た、条文では非核三原則が定められています。

� ��エ�　裁判所には、法律や政治が憲法に違
い

反していないかどうか審
しん

査する権

限があり、この仕組みは立憲主義の考えに基づいています。

� ��オ�　憲法の内容を改める場合は、国会の発議と、国民による投票が必要です。

� b�　国連は、世界の平和と安全を守るためにさまざまな活動をしていますが、

その一つに平和維
い

持活動（PKO）があります。日本が参加しているPKO

で自衛隊が派遣されたことのある地域を、次のア〜エから一つ選んで、記

号で答えなさい。

� ��ア　南スーダン　　イ　ソマリア　　ウ　イラク　　エ　ルワンダ

� c�　この制度にもとづく裁判についての記述として誤っているものを、次の

ア〜エから一つ選んで、記号で答えなさい。

� ��ア�　裁判員は、有権者の中からくじで選ばれます。

� ��イ�　裁判官とともに、刑罰が軽い犯罪の裁判に加わります。

� ��ウ�　原則として、裁判官3人と裁判員6人で裁判を行います。

� ��エ�　裁判員は、有罪か無罪かだけでなく、有罪の場合は刑罰をどうするか

の判断もします。
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� d�　この地震による津波で大事故がおきた原子力発電所は、何県にありますか。

� e�　大統領の本来の来日目的は何でしたか。簡単に答えなさい。年表のなか

にヒントとなる記事があります。

� f�　この地震により、最も影響を受けたのは何発電か答えなさい。
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下 書 用 紙
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