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次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。１
　日本国憲法の第30条には、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」
と規定され、私たちはさまざまな税を負担しています。それぞれの時代の人々は、ど
のような税を納めてきたのでしょうか。その歴史をたどってみましょう。
　①原始時代、人が集団で生活を送るようになると、自分の属する集団のために物品
や労働力など、何らかの負担をするようになりました。農耕が始まって共同体や小国
家が生まれてくるころ、そうした負担が税へと進化していったと考えられます。日本
での納税が文字史料上で確

かくにん

認できるのは、弥生時代のことです。②３世紀のある中国
王朝の歴史書に記された当時の日本の様子には、「租

そ ふ

賦を収む邸
ていかく

閣あり」と記されて
おり、すでに税が徴

ちょうしゅう

収され、それを収める倉庫が建てられていたことがわかります。
　律令国家が成立すると、全国一律の税制度が確立しました。③人々や土地に、さま
ざまな生産物や労働などの税が課されました。平安時代になって、荘園制が進展して
くると、荘園の農民は、領主に年貢の米以外にも特産物や手工業品を納めたり、労働
なども負担しました。一方で、④荘園領主はしだいに不輸の権を得て、国への納税を
免
めんじょ

除されることが多くなり、勢力をさらに伸
の

ばしていきました。
　鎌倉時代から⑤室町時代にかけては、経済が発展し、人々が集まる場所には⑥市が
生まれ、同業者が集まって多くの座が形成されました。座は、領主から生産や販

はんばい

売の
独
どくせん

占を保証してもらうかわりに、座役という税を納めていました。また、交通のかな
めとなる場所には関所が設置され、関

せきせん

銭という通行税が徴収され、幕府や朝廷、荘園
領主などの収入源になっていました。しかし、のちに⑦織田信長・豊臣秀吉らは支配
地に関所の廃

はいし

止を命じ、商工業の発展をはかりました。
　江戸時代には、農民は収

しゅうかく

穫の４～５割ほどを⑧幕府や大名に年貢として納め、それ
が幕府や大名の収入の大半を占

し

めました。この時代の京都では、家屋などの正面の幅
はば

（間口）の広さに応じて課される税があったため、節税のために間口は狭
せま

くし、奥
おく ゆ

行
きを長くする細長い家が多数つくられ、今でもその名

なごり

残が確認できます。間口への課
税は、かつては⑨ベトナムやオランダなどにも存在しており、現在それらの国でも細
長い家を多く見ることができるそうです。また、この時代に⑩蝦夷地や北方の産物を
西廻り航路で大阪に運んだ船の中には、しだいに船の前方部の幅を広げたいびつな形
となり、従来と比べて２倍近くの荷物を積めるものも現れました。これは松前藩が

⑪函館などの港に入る船に対して重い税を課したため、商人が課税の対象となる部分
の幅などは変えずに、それ以外の場所を広げた結果だと言われています。
　明治時代になると、地租改正によって、従来からの年貢にかえて⑫新たな税を納め
ることになりました。1887年には、所得税が設けられました。当初の所得税は、高額
所得者を対象とするもので、納税者は人口のわずか0.3％程度に過ぎなかったため、
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「名
めい よ

誉税」と呼ばれることもありました。衆議院議員選挙が始まった段階では、選挙
権は納税額による制限があり、⑬選挙権を持っている人はごくわずかでした。また、

⑭明治時代後半から大正・昭和時代にかけて相次いだ対外戦争に際して、軍備拡張や
戦費調達のために、相続税やビール・炭酸飲料への課税などつぎつぎと新たな税がつ
くり出されました。
　敗戦後、占領統治下の1949年に、アメリカのコロンビア大学教授のシャウプを団長
とする使節団が来日し、税制度のあり方を日本政府に勧

かんこく

告しました。これにもとづい
て、所得税を中心とし、納税者の負担能力に応じて課税するという公平性を重視した
税制度の確立がはかられました。のち、⑮新たに消費税が導入されましたが、シャウ
プ勧告の内容は現在まで日本の税制度の基

き そ

礎となっています。

問１　下線部①について、2021年７月、ある地域の縄文遺跡群が世界文化遺産に登録
されましたが、この遺跡群に含

ふく

まれる遺跡として正しいものを次のア～エから一
つ選び、記号で答えなさい。

　ア　吉野ケ里遺跡　　　　　　　　　　イ　大森貝塚
　ウ　三内丸山遺跡　　　　　　　　　　エ　板付遺跡

問２　下線部②の王朝名として正しいものを次のア～エから一つ選び、記号で答えな
さい。

　ア　隋　　　　　　イ　魏　　　　　　ウ　宋　　　　　　エ　唐

問３　下線部③について述べた文として正しくないものを次のア～エから一つ選び、
記号で答えなさい。

　ア　租は、与えられた口分田に課され、男女とも収穫した稲の一部を地方の役所に
納める税である。

　イ　雑徭は、成年男子を中心に課され、それぞれの国の国司の命令で年間60日以内
の労働に従事する税である。

　ウ　調は、都まで行って10日間働く労役の負担の代わりに、それぞれの地域の特産
物を納める税である。

　エ　兵役は、成年男子約３～４人につき一人を兵士として勤務させる労役で、その
兵士の中から選ばれた防人は北九州で３年間の守りについた。
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問４　下線部④が可能になった理由について述べた文として正しいものを次のア～エ
から一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　荘園領主は強大な武力を有しており、たびたび朝廷と軍事衝
しょうとつ

突をくり返し、戦
いに勝利した場合に不輸が認められた。

　イ　荘園領主の多くは有力な貴族や大寺社であるので、その権
けんい

威を背景として、朝
廷から不輸が認められた。

　ウ　墾田永年私財法で荘園は私有地とされ、そもそも課税対象地ではなかったので、
荘園領主が申し出れば不輸は認められた。

　エ　律令制が行きづまると、国司が任命されない地域が急増し、そうした国々の荘
園は支配の対象外になり、不輸が認められた。

問５　下線部⑤に、酒屋や寺院などとともに庶民に高い利子で金を貸して利益を得て
いた高利貸業者を何と言いますか。漢字で答えなさい。

問６　下線部⑥に関連して、鎌倉時代の定期市の様子を伝える資料として『一遍上人
絵伝』があります。一遍とその宗派について述べた文として正しいものを次のア
～エから一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　念仏をとなえればすべての人は救われると説き、諸国をまわって踊り念仏に
よって布教した。

　イ　阿弥陀仏を信仰し、念仏をとなえれば救われるとし、悪人よりも善人こそが救
われるべき存在であると説いた。

　ウ　正しい教えは法華経にあるとし、他宗をはげしく攻
こうげき

撃し、題目をとなえること
で救われると説いた。

　エ　ひたすら座禅を組んで悟
さと

りに達することを重視し、武士の気風に合っていたた
め、鎌倉幕府から保護を受けた。
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問７　下線部⑦に関連するできごとについて述べた次のＡ～Ｃの文を時期の古いもの
から順に並べかえるとどうなりますか。正しいものを後のア～カから一つ選び、
記号で答えなさい。

Ａ　多数の僧兵をかかえる仏教勢力と対
たいこう

抗し、比叡山延暦寺を襲
しゅうげき

撃して、大半
の建物を焼き払い多くの僧侶らを殺害した。
Ｂ　二度にわたって朝鮮へと大軍を派遣し、多くの朝鮮人を殺害したり、日本
へと連行したりした。
Ｃ　九州の博多で宣教師の追放令を出し、キリスト教の布教を禁止して宣教師
の国外追放を指令した。

　ア　Ａ→Ｂ→Ｃ　　　　　イ　Ａ→Ｃ→Ｂ　　　　　ウ　Ｂ→Ａ→Ｃ
　エ　Ｂ→Ｃ→Ａ　　　　　オ　Ｃ→Ａ→Ｂ　　　　　カ　Ｃ→Ｂ→Ａ

問８　下線部⑧について述べた文として、正しいものを次のア～エから一つ選び、記
号で答えなさい。

　ア　享保の改革では、大名から石高１万石につき100石の米を差し出させ、その代
わりに参勤交代の負担をゆるめる上米の制が実

じっし

施された。
　イ　外様大名とは、主に大阪の陣で豊臣側について戦い、敗れた後に幕府に従った
大名のことである。

　ウ　徳川家康は、将軍に就任した直後に、城の新築の禁止や参勤交代の義務など、
大名を統制する武家諸法度を定めた。

　エ　大老の井伊直弼は、幕政を批判した吉田松陰らの大名を処
しょけい

刑するなど、反対派
を厳しく処

しょばつ

罰した。

問９　下線部⑨について、ベトナムまたはオランダと日本との関係について述べた文
として正しいものを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　朱印船がさかんに東南アジアへと渡航したころ、現在のベトナムのアユタヤに
わたった山田長政は日本町の頭

かしら

になり活
かつやく

躍した。
　イ　ベトナム戦争が起こると、特需景気が発生して日本経済は復興し、高度経済成
長が始まるきっかけとなった。

　ウ　鎖国下の長崎でオランダが出版した『オランダ風説書』は、海外事情を知る
唯
ゆいいつ

一の情報源として庶民にも広く読まれた。
　エ　江戸幕府は、アメリカ総領事ハリスの求めに応じて日米修好通商条約を結び、
つづいてほぼ同内容の条約をオランダとも結んだ。
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問10　下線部⑩の名称を漢字で答えなさい。

問11　下線部⑪には江戸幕府が築造した五稜郭があります。1868年の京都から始まり、
この城の落城で終結した新政府軍と旧幕府軍との戦乱を何と言いますか。漢字で
答えなさい。

問12　下線部⑫について述べた次のＡ～Ｄの文のうち正しいものの組み合わせを後の
ア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

Ａ　地租の３％を現金で納入することになった。
Ｂ　地価の３％を現金で納入することになった。
Ｃ　江戸時代の年貢と比べて、その負担は大

おおはば

幅に軽減されることになった。
Ｄ　江戸時代の年貢と比べて、その負担はほとんど変わらなかった。

　ア　ＡとＣ　　　　イ　ＡとＤ　　　　ウ　ＢとＣ　　　　エ　ＢとＤ

問13　下線部⑬について、第１回衆議院議員選挙の際に選挙権を持っていた人として
正しいものを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　直接国税10円以上を納める20歳以上の男子
　イ　直接国税10円以上を納める25歳以上の男子
　ウ　直接国税15円以上を納める20歳以上の男子
　エ　直接国税15円以上を納める25歳以上の男子

問14　下線部⑭について述べた次のＡ～Ｃの文を時期の古いものから順に並べかえる
とどうなりますか。正しいものを後のア～カから一つ選び、記号で答えなさい。

Ａ　この戦争の講和会議はアメリカ東海岸の都市で行われ、当時の外務大臣が
日本側の全権大使をつとめた。
Ｂ　この戦争で、日本は中国の青島を占領し、さらに中国の政治や財政に日本
人顧問を採用することを要求した。
Ｃ　甲午農民戦争をきっかけに始まったこの戦争に日本は勝利し、莫

ばくだい

大な
賠
ばいしょうきん

償金を得た。

　ア　Ａ→Ｂ→Ｃ　　　　　イ　Ａ→Ｃ→Ｂ　　　　　ウ　Ｂ→Ａ→Ｃ
　エ　Ｂ→Ｃ→Ａ　　　　　オ　Ｃ→Ａ→Ｂ　　　　　カ　Ｃ→Ｂ→Ａ
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問15　下線部⑮について、日本で初めて消費税が導入された年と当初の税率の組み合
わせとして正しいものを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　1989年・３％　　　　　　　　　イ　1989年・５％
　ウ　1997年・３％　　　　　　　　　エ　1997年・５％
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２ 次の地図と文章に関する、後の問いに答えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図２

　上の図１は、①東京を中心に描
えが

いた正
せいきょ

距方位図法による世界地図の全体図です。東
京からの距

きょり

離と方位が正しく表現されるため、航空機の航路図などとして用いられま
す。図２はメルカトル図法で描いた世界地図の一部です。経線に対する角度が正しく
表現されるため、船

せんぱく

舶の航路図などとして用いられます。これらの世界地図を見なが
ら、世界の中の日本について考えてみたいと思います。

Ａ

東京
ブエノスアイレス
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　まず、日本列島はユーラシア大陸の東に位置しています。そのため、日本は②大陸
から吹

ふ

いてくる冬の季節風と、太平洋から吹いてくる夏の季節風の影
えいきょう

響を受けやすく、

③世界の中でも降水量は多くなっています。また、地形的には、環太平洋造山帯に属
するため、地震や④火山が多いという特

とくちょう

徴があります。
　このような⑤気候や地形の特徴をいかして日本の農林水産業は発達し、⑥地域特有
の農産物が各地で生産されるようになりました。⑦1960年代からは外国産の農産物が
日本の市場に多く出回るようになり、今では私たちの食

しょくたく

卓は世界の農業や水産業と深
く結びついています。
　一方、日本の近代的な工業は、早くから他国と結びつき⑧太平洋ベルトを中心に発
展しました。産業革命以降、世界では発展途

とじょうこく

上国が農産物や鉱物資源などを生産し、
先進国が工業製品をつくるようになりました。これを垂直的国際分業と言います。日
本も戦後の長い間、⑨海外から資源を輸入し、⑩工業製品に加工して輸出してきまし
た。そして、“M

メ イ ド

ade i
イン

n J
ジ ャ パン

apan”（「日本でつくられた」の意味）と記された製品が世
界中で使われ、その品質は高く評価されるようになりました。しかし、⑪1980年代後
半ぐらいから、日本の企

きぎょう

業が海外の工場で製品をつくる動きが活発化します。また、
最近では工業国どうしで部品をさかんに貿易し、どこかの国で製品を組み立てること
が多くなっています。これを水平的国際分業と言い、スマートフォンの生産はこの
分業の例にあたります。あるスマートフォンの一部の機種の背面には“D

デ ザ イ ン ド

esigned i
イン

n 
C
カリフォルニア

alifornia, A
ア セ ン ブ ル ド

ssembled i
イン

n C
チャイナ

hina”と刻まれています。これは「（アメリカの）カリフォ
ルニア州で設計され、中国で組み立てられた」という意味です。その製品の多くは

⑫カリフォルニア州にある本社が製品の設計を行い、日本や韓国などでつくられた部
品が集められ、台湾の企業が持っている中国の工場で組み立てられているのです。現
在は“M

メ イ ド

ade i
イン

n C
チャイナ

hina”と記された製品が世界中にあふれていますが、その製品の中
にも日本をはじめとした多くの国の部品が使われています。このように工業国どうし
の貿易が活発化したこともあり、⑬日本と諸外国の貿易は増えてきています。
　コロナ禍

か

になる前は、多くの外国人観光客が⑭日本各地の観光地に訪
おとず

れるなど、日
本と外国との間で人々の往来も活発化していました。それにともない、日本で生活す
る外国人や海外で生活する日本人の数も増えていきました。これからは、世界の中の
日本を意識しながら生活していくことが大切であると言えます。
　最後に、もう一度図１の地図を見てみましょう。これは東京を中心にして描いた世
界地図ですが、⑮東京から見て地球の反対側にあるアルゼンチンの首都ブエノスアイ
レスの沖合いを中心に世界地図を描いて日本をながめたらどう見えるのでしょうか。
そうしたことも考えてみたいものです。
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問１　下線部①について、図１のＡの線は緯線の一つです。この線を何と言いますか。
漢字で答えなさい。

問２　下線部②について述べた次の文中の空らん 　　Ⅰ　　  ・ 　　Ⅱ　　  にあてはま
る語句の組み合わせとして正しいものを後のア～エから一つ選び、記号で答えな
さい。

　大陸から吹いてくる冬の季節風はもともと乾
かわ

いた冷たい風だが、日本海を流
れる 　　Ⅰ　　  という 　　Ⅱ　　  の上空を通過する時に湿

しっ け

気を含
ふく

む風となり、
日本海側の地域に多くの降雨や降雪をもたらしている。

 　　Ⅰ　　   　　Ⅱ　　  

ア 対馬海流 寒流

イ 対馬海流 暖流

ウ 千島海流 寒流

エ 千島海流 暖流
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問３　下線部③に関連して、次の表は平均年降水量と一人あたりの水資源賦
ふそんりょう

存量（※）
の関係を示したものです。この表について考察した、生徒Ａさん・Ｂさんの会話
文中の空らん 　　Ⅰ　　  ・ 　　Ⅱ　　  にあてはまる語句の組み合わせとして正し
いものを後のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

（国土交通省水資源部「令和２年版　日本の水資源の現
げんきょう

況について」より作成）

Ａさん：日本は世界に比べると、降水量は多いんだね。それなのに、一人あたりの
水資源賦存量が少ないのはなぜかな。

Ｂさん：もっとも関連性が大きいのは 　　Ⅰ　　  だと思う。この表でいうと、関東
の値が低いことからもわかるよ。

Ａさん：沖縄は水不足のニュースをよく聞くけど、関東や近畿より一人あたりの水
資源賦存量が多いんだね。ちょっと意外。なんで水不足になるのかな。

Ｂさん：沖縄の場合は、日本の中でも 　　Ⅱ　　  という特徴があるから、水資源が
あってもその利用が難しいのかもね。

※　水資源賦存量とは、降水量か

ら蒸発などによって失われる水

量を引いたもので、理論上人間

が最大限利用可能な水量のこと

です。ここでは１年あたりの水

量を示しています。

 　　Ⅰ　　   　　Ⅱ　　  

ア 人口密度の高さ 河川が短い

イ 人口密度の高さ 湖沼が多い

ウ 面積の広さ 河川が短い

エ 面積の広さ 湖沼が多い

平均年降水量
（mm）

一人あたりの水資源
賦存量（㎥）

北海道 1,148 10,467 
東　北 1,652 7,686
関　東 1,608 896
東　海 2,037 3,787
北　陸 2,333 6,789
近　畿 1,791 1,482
中　国 1,694 4,412
四　国 2,202 7,195
九　州 2,299 4,774
沖　縄 2,086 1,739
全　国 1,718 3,332
世　界 1,171 7,254
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問４　下線部④に関連して、長崎県のある火山では、1991年の大噴火によって火砕流
がおこり、40名以上の犠

ぎせいしゃ

牲者が出ました。この噴火が起こった山々を総
そうしょう

称して何
と言いますか。解答らんに合うように漢字で答えなさい。

問５　下線部⑤に関連して、次の地図中のＡ～Ｄの地域で行われている農林水産業に
ついて述べた文として正しいものを後のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　Ａの地域には夏でも涼
すず

しい気候を利用した日本有数の酪農地帯がある。また、
冷たい海水温を利用したほたての養殖で有名な湖もある。

　イ　Ｂの地域の盆地では寒暖差の大きい気候を利用した果樹栽培がさかんである。
そのため、りんごやぶどうの生産でいずれも全国有数となっている。

　ウ　Ｃの地域のほとんどは平地で雨が多い。生育する杉
すぎ

は品質が良く、費用や手間
をかけずに出荷できるため、日本有数の林業地帯になっている。

　エ　Ｄの地域には海水と淡
たんすい

水がまざった湖があり、そこではうなぎの養殖がさかん
である。また、近海に浅

あさせ

瀬の海があるため、漁港として有名な境港がある。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
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問６　下線部⑥に関連して、各地の農産物とその生産量がもっとも多い県の組み合わ
せとして正しくないものを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ア　うめ－和歌山県　　　　　　　　　　イ　おうとう（さくらんぼ）－山形県
ウ　さとうきび－沖縄県　　　　　　　　エ　らっかせい－茨城県

問７　下線部⑦に関連して、日本による農産物の輸入について述べた文として正しい
ものを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　1980年代に政府は諸外国との貿易自由化を積極的に進め、牛肉やオレンジの輸
入を開始した。

　イ　1990年代に政府は米の輸入を始めたが、その後も高い関税をかけているため、
米の輸入は一部にとどまっている。

　ウ　2000年代に政府はタイやマレーシアなどのＡＳＥＡＮ諸国との間でＷＴＯを結
び、農産物の輸入を開始した。

　エ　2010年代に政府はヨーロッパ諸国とＴＰＰを結んで貿易自由化を進め、多くの
農産物の関税を段階的に撤

てっぱい

廃することになった。

問８　下線部⑧に位置する工業地帯・工業地域について述べた文として正しいものを
次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　瀬戸内工業地域は、軍用地や塩田の跡
あとち

地などを利用して工業が発展した。中で
も岡山県倉敷市は電気機械工業の中心となった。

　イ　阪神工業地帯は、遠浅の海につくられた掘り込み港の周辺で工業が発展した。
中でも大阪府堺市は石油化学工業の中心となった。

　ウ　東海工業地域は、陸上交通の便をいかして工業が発展した。中でも静岡県浜松
市は楽器・オートバイ生産の中心となった。

　エ　京葉工業地域は、東京湾の埋
う

め立て地を利用して工業が発展した。中でも千葉
県市原市は自動車工業の中心となった。

問９　下線部⑨について、現在日本が鉄鉱石、石炭、ボーキサイトをもっとも多く輸
入している国として正しいものを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア　アメリカ　　　　　　　　　　イ　オーストラリア　 
ウ　ブラジル　　　　　　　　　　エ　ロシア
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問10　下線部⑩に関連して、次の表は苫小牧港、長崎港、名古屋港、成田空港におけ
る輸出品目の上位３位までとその割合・輸出総額（2019年）を示したものです。
このうち、苫小牧港と成田空港のものとして正しいものを次のア～エからそれぞ
れ一つずつ選び、記号で答えなさい。
ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ

ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ

（函館・長崎・名古屋・東京税関の「令和元年貿易年表」より作成）

問11　下線部⑪に関連して、このような動きが進んだ背景について述べた文として正
しくないものを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　当時、円高が進んでいたから。
　イ　アメリカとの間で貿易摩擦があったから。
　ウ　日本人労働者の賃金が上

じょうしょう

昇してきたから。
　エ　日本各地で産業の空洞化が進んでいたから。

問12　下線部⑫について述べた次の文章の空らん 　　　　　  にあてはまる語句をカタ
カナで答えなさい。なお、 　　　　　  には同じ語句が入ります。

　カリフォルニア州にある本社は、サンフランシスコ市近
きんこう

郊の 　　　　　  バレー
と呼ばれる情報産業の中心地にある。この地域名の由来となった 　　　　　  と
は、コンピュータなど精密機器に欠かせない半導体製品の主な素材のことであ
る。日本でも、半導体産業がさかんな九州を 　　　　　  アイランド、東北自動
車道沿いの地域を 　　　　　  ロードと呼ぶことがある。

半導体等製造装置 8.1％ 

半導体等電子部品 6.7％ 

科学光学機器 6.2％ 

総額　 105,256億円

自動車の部分品 20.2％ 

魚介類 16.3％ 

紙及び板紙 8.2％ 

総額　 1,438億円

自動車 26.3％ 

自動車の部分品 16.7％ 

原動機 4.4％ 

総額　 123,068億円

船舶類 85.2 ％

原動機 6.7 ％

電気回路等の機器 1.1 ％

総額　 1,706億円
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問13　下線部⑬に関連して、最近はヨーロッパとの間で物資を輸送する際、次の地図
で示したような北極海航路を夏期に利用する動きが高まっています。例えば、ヨー
ロッパ最大の港であるユーロポートから物資を東京に運ぶ場合、スエズ運河を通
過する従来の航路に比べ、北極海航路は利点が大きいとされています。

メルカトル図法による世界地図の一部

　⑴　北極海航路は従来の航路に比べ、輸送時間がかからず、燃料費も安くなると
いう利点があると言われています。その理由を解答らんに合うように答えなさ
い。

　⑵　⑴の利点にもかかわらず、北極海航路は航行の難しさからあまり利用されて
きませんでした。しかし、最近になって北極海航路の利用が増加しています。
増加した理由について２行以内で説明しなさい。

従来の航路

北極海航路

東京
スエズ運河

ユーロポート
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問14　下線部⑭に関連して、次の表はテーマパーク・レジャーランド、水族館、キャ
ンプ場、温泉源泉の数が多い上位５都道府県とその数を示したものです。このう
ち、温泉源泉の数を示すものとして正しいものを次のア～エから一つ選び、記号
で答えなさい。

（『データでみる県勢2021年版』より作成）

問15　下線部⑮について、東京のちょうど反対側（ブエノスアイレスの沖合いにあり
ます）を中心に正距方位図法で世界地図を描くと、東京の位置はどこになります
か。正しいものを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　地図の中心
　イ　地図の中心を通る緯線の上（地図の中心を除く）
　ウ　地図の一番外側にある円周の上
　エ　地図のどこにも表現されない

ア イ ウ エ
１位 北海道 10 北海道 227 千葉県 25 大分県 4445
２位 東京都 7 長野県 151 大阪府 21 鹿児島県 2755
３位 神奈川県 6 山梨県 102 北海道 20 静岡県 2252
４位 愛知県 5 岐阜県 98 長野県 19 北海道 2173
５位 和歌山県 5 兵庫県 78 岡山県 14 熊本県 1352
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次のページにも問題があります
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３

Ａさん：今年の新聞ノートは、みんなコロナ関連の記事が多いね。
Ｂさん：確かに、私のノートもコロナの影

えいきょう

響で生活保護の受給者が増えたとか、介護
施設で職員が不足しているとか、①社会保障に関連する記事が多いな。

Ｃさん：私は、５月には②憲法に関連する記事をいくつか取り上げたよ。５月３日の
憲法記念日には憲法改正についてたくさん書かれていた。 　　Ｗ　　  新聞で
は、１面のトップ記事（※）で憲法が目指す男女平等が実現していないという
問題を扱

あつか

っていたよ。
Ｄさん： 　　Ｘ　　  新聞は、５月３日の１面トップが③首相のインタビュー記事で、

憲法を改正して④憲法第９条に自衛隊の存在を明記することを次の⑤選挙の
公約にすると書いていたよ。他の記事も憲法改正に賛成の論調だった。

Ｃさん： 　　Ｗ　　  新聞では１面に世論調査の記事がのっていて、９条の改正につい
て反対が賛成を31ポイント上回っているという内容だった。社説も憲法改正
には批判的だったと思う。新聞によって同じ日に憲法を扱うのでも論調が大
きくちがうんだね。

Ａさん： 　　Ｙ　　  新聞でも同じ日の１面に世論調査の記事があって、９条を改正し
て自衛隊を明記することについて、賛成が反対を21ポイント上回っていると
いう結果だった。ちなみに、憲法改正についても賛成が反対を17ポイント上
回っていたから、９条を含

ふく

めて憲法を改正したい人が多いんだね。
　　　　 　　Ｘ　　  新聞では世論についてどんな風に書かれているのかな。
Ｄさん： 　　Ｘ　　  新聞の世論調査の記事は別の日にのっていて、憲法改正について

賛成が反対を18ポイント上回っていたよ。
Ｂさん： 　　Ｚ　　  新聞でも５月３日に憲法改正についての世論調査がのっていたけ

ど、９条に自衛隊を明記することに対して、賛成が反対を17ポイント上回っ
ていた。憲法改正についても賛成が反対を16ポイント上回っていた。論調が
ちがうだけでなく、新聞によって世論調査の結果までちがうんだね。

Ｃさん： 　　Ｗ　　  新聞では憲法改正についての賛否の差が１ポイントしかなかった
よ。比べてみると質問も選

せんたくし

択肢もちがうんだね。だから結果もちがってくる
のかもしれない。

Ｂさん：６月17日には、前日に閉会した 　　⑥　　  国会についての記事がのっていた

　吉祥女子中学校の社会科の授業では新聞ノートという課題を毎月提出して
もらっています。新聞ノートとは、関心を持った新聞記事を切りぬき、その
記事の要約文と自分の感想をまとめたノートです。次の会話文は、2021年９
月に中学生のＡさん、Ｂさん、Ｃさん、Ｄさんがお互

たが

いの新聞ノートを見せ
合いながら話したものです。会話文と【資料】を読んで後の問いに答えなさい。
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よ。この国会では⑦デジタル庁の設置が決まったね。今まで複数の省庁が別々
にやってきた仕事を総合的に担

にな

うらしい。
Ａさん：国会に関しては、私は育児介護休業法の改正についての記事を選んだよ。こ

の改正で子どもが生まれた直後に父親が育児休業を取れるようになったり、
非正規雇用の人も育児休業を取りやすくなったりしたんだよね。

Ｄさん：その点では今までより女性が働きやすくなったかもしれない。一方で６月に
は、最高裁が夫婦別姓を認めない規定について合憲判決を出したよね。判決
では選択的夫婦別姓については国会で判断されるべきだとしていたけど、

⑧憲法が保障する権利についての判断を「民主主義的なプロセスに委ねる」
のはふさわしくないという反対意見も出されていたね。

Ｃさん：夫婦同姓を強制する民法の規定については⑨国際機関からも差別的だと勧
かんこく

告
されているよね。なんで変わらないんだろう。

Ｂさん：国会では今の制度が差別的ではないと思っている人が多いからだよね。何が
差別にあたるかは、いろいろな立場の人の意見を聞いて、ちゃんと学ばない
とわからないものだと思う。私も性をめぐる差別とか、障害者に対する差別
とか、勉強しなければ知らなかったし、差別する側になっていたかもしれない。

Ａさん：私もそう思うし、今も気づかずに差別していることがあるかもしれない。い
ろいろな人の声に耳を傾

かたむ

けて、自分の偏
へんけん

見に気づける人になりたいな。

※　トップ記事とは紙面の右上に配置されていて、その面でもっとも大きく扱われている記事のこと。

【資料】　（会話文に出てくる新聞 W ～ Z の４紙の世論調査の質問と回答）

※　産経新聞の調査結果は小数点以下を四捨五入したため合計が100をこえています。

【朝日新聞】（５月３日掲載）
Ｑ．以下は、憲法第９条の条文です。
　（憲法の条文は省略）
憲法第９条を変えるほうがよいと思いますか。変えな
いほうがよいと思いますか。

　　変えるほうがよい　　30%
　　変えないほうがよい　61%
Ｑ．いまの憲法を変える必要があると思いますか。変え
る必要はないと思いますか。

　　変える必要がある　　45%
　　変える必要はない　　44%

【産経新聞】（４月20日掲載）
Ｑ．憲法改正に賛成か
　　賛成　53%　　反対　35%　　他　13%

【読売新聞】（５月３日掲載）
Ｑ．今の憲法を、改正する方がよいと思いますか、改正
しない方がよいと思いますか。

　　改正する方がよい　　56%
　　改正しない方がよい　40%
Ｑ．自民党は、戦力を持たないことを定めた憲法第９条
２項を維持した上で、自衛隊の根拠規定を追加する案
を検討しています。この案に賛成ですか、反対ですか。
　　賛成　55%　　反対　38%　　答えない　７%

【毎日新聞】（５月３日掲載）
Ｑ．憲法改正に賛成ですか。
　　賛成　48%　　反対　31%　　わからない　21%
Ｑ．憲法第９条を改正して自衛隊の存在を明記すること
に賛成ですか。

　　賛成　51%　　反対　30%　　わからない　19%
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問１　下線部①について述べた文として正しいものを次のア～エから一つ選び、記号
で答えなさい。

ア　仕事中に怪
け が

我をした際や、仕事が原因で病気になった際には雇用保険が適用さ
れ、療

りょうよう

養に必要な費用などを受け取ることができる。
イ　生活に困

こんきゅう

窮した際には生活保護をうけることができる。これにかかる費用は、
国が支出する社会保障関係費のもっとも大きな割合を占

し

めている。
ウ　感

かんせんしょう

染症予防を担っている保健所の業務は社会福祉に分類され、財源はすべて国
民が納めた税である。
エ　生命保険や損害保険は希望者だけが加入するが、国民年金は一定の年齢になっ
たら希望の有無にかかわらず全国民が加入することになっている。

問２　下線部②に関連して、日本国憲法について述べた文として正しくないものを次
のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。
ア　憲法は法律や命令などよりも効力が強く、憲法に反するものはすべて無効であ
ると定められている。このような法を最高法規という。
イ　憲法には国民の権利を守るために権力を制限する役割があると考えられてお
り、権力を使う立場である公務員に対して憲法を尊重し、擁

ようご

護する義務を定めて
いる。

ウ　国民は個人として尊重され、国民の権利は公共の福祉に反しない限り、国政の
上で最大限の尊重を必要とすると明記されている。

エ　憲法では国会・内閣・裁判所の制度が詳
くわ

しく定められており、国会議員の定数
や裁判官の定年などが明記されている。

問３　下線部③に関連して、内閣総理大臣の権限として正しいものを次のア～エから
一つ選び、記号で答えなさい。
ア　国務大臣の任命　　　　　　　　　イ　国政調査権の行使
ウ　弾劾裁判所の設置　　　　　　　　エ　条約の承認
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問４　下線部④に関連して、日本の平和主義や安全保障政策について述べた文として
正しいものを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ア　憲法では前文と第９条で平和主義について明記されているほか、憲法改正に
よって平和主義を放棄することはできないと書かれている。

イ　憲法第９条では戦力の保持が禁止されており、自衛隊は戦力にあたるため憲法
違反であると批判されることがある。

ウ　自衛隊の最高指揮監督権は防衛大臣が持っているため、防衛大臣は文民でなけ
ればならないと憲法に定められている。

エ　日米の防衛協力について定めた日米安全保障条約は、1951年に締結されてから
現在に至るまで改正されていない。

問５　下線部⑤に関連して、現在の日本の選挙制度について述べた文として正しいも
のを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ア　地方公共団体の選挙は知事、市町村長、議員すべての任期が４年であるため、
複数の選挙が同時に行われることがある。

イ　地方公共団体の首長は、議会の出席議員の４分の３以上の賛成で不信任された
際には直ちに職を失い、30日以内に首長選挙が行われることになっている。

ウ　衆議院の比例代表制では有権者は投票用紙に政党名か候補者名のどちらかを書
くが、参議院の比例代表制では有権者は政党名のみを書くことになっている。

エ　衆議院議員総選挙は、衆議院の４年の任期が終わった時か、衆議院が内閣不信
任決議を可決して内閣が総辞職しなかった時にのみ行われる。

問６　空らん 　　⑥　　  にあてはまる語句を漢字２字で答えなさい。なお、この国会
の会期は150日と決まっており、１回だけ延長できます。

問７　下線部⑦の業務にはマイナンバーカードの運用が含まれます。これを担当して
きた省はほかに地方自治や選挙などに関する仕事も担当しています。この省の
名
めいしょう

称を漢字で答えなさい。

問８　下線部⑧について、基本的人権についての判断を国会での民主主義的なプロセ
ス（手続き）に委ねるのはふさわしくないとされる理由の一つに国会での議決方
法が挙げられます。その理由を「少数者」という語句を用いて２行以内で説明し
なさい。
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問９　下線部⑨に関連して、国際連合の組織や専門機関として正しくないものを次の
ア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ア　国際司法裁判所　　　　　　　イ　世界保健機関
ウ　国際赤十字　　　　　　　　　エ　経済社会理事会

問10　文中の空らん 　　Ｗ　　  ～ 　　Ｚ　　  には、朝日、読売、毎日、産経のいずれ
かがあてはまります。その組み合わせとして正しいものを次のア～コから一つ選
び、記号で答えなさい。

 　　Ｗ　　   　　Ｘ　　   　　Ｙ　　   　　Ｚ　　  

ア 朝日 読売 産経 毎日

イ 朝日 産経 毎日 読売

ウ 朝日 毎日 産経 読売

エ 読売 産経 毎日 朝日

オ 読売 朝日 産経 毎日

カ 読売 毎日 産経 朝日

キ 毎日 産経 朝日 読売

ク 毎日 朝日 産経 読売

ケ 産経 朝日 読売 毎日

コ 産経 読売 毎日 朝日
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問題は以上です
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