
１　問題用紙は指示があるまでは開いてはいけません。

２　�開始のチャイムが鳴ったら、最初に問題用紙と解答用紙に�

受験番号と氏名を記入して下さい。

３　答えはすべて解答用紙に記入して下さい。

４　�解答は特に指定のないかぎり、漢字・ひらがなのどちらでも

かまいません。

５　問題は１ページから８ページまであります。
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以下の①から⑤の文章を読み、各問いに答えなさい。

①　関東を拠点とする武家政権が誕生したこの時代、東北の十
とさみなと

三湊はアイヌとの交易拠点
になっており、奥州藤原氏の支配下におかれていた。その後、十三湊は日本海地域の海
運拠点として、中国東北部や朝鮮、樺太や蝦夷地などと直接交易し、その遺跡からは中
国製の陶磁器や朝鮮半島の青磁器などが数多く出土している。

②　東日本にはブナやナラなどの落葉広葉樹林が、西日本にはシイなどの照葉樹林が広がっ
た。この違いは、住みやすさや食の豊かさに影響し、東日本の方が圧倒的に人口が多かっ
た。発見されるこの時代の遺跡も西日本より東日本の方が多く、最大級の遺跡である三
内丸山遺跡も東日本側で見つかっている。使用していた石器や土器などの文化にも、そ
の東西の違いが表れている。

③　倭寇への対策として「勘合」と呼ばれる札を与えられた貿易船にしか中華王朝との交
易が許可されていなかったこの時代、現在沖縄と呼ばれる地域では、琉球王国が栄えて
いた。琉球王国は、勘合が無くても貿易を許可されていたり、貿易の際に必要な大型海
船も無

むしょう

償で中華王朝から与えられていたりと、ほかの国々に比べ優
ゆう

遇
ぐう

されていた。琉球
王国はこの待遇を活かして中華王朝との積極的な貿易によって繁栄し、独自の民族宗教
や芸能文化、食文化などを発達させた。

④　この時代の初期に新政府は、アイヌという先住民がいた地域を北海道として領土に組
み込み、また同時期に琉球王国を併合した。そしてこの時代の後半には、　　あ　　戦
争の結果、台湾を領有し、また　　い　　戦争の後には朝鮮半島を併合した。台湾や朝
鮮半島の人々の人口は、植民地を含めた大日本帝国の当時の人口において、およそ３割
に及んだ。

⑤　幕府が置かれた都市へ定期的に大名たちを来させる制度があったこの時代、西国の大
名と東国の大名との間で縁組の話が持たれた際には、お互いの言葉が分からなかったの
で苦労したという記録がある。また、「１００ｍも離れると、もう言葉が違

ちが

ってしまい、
まして１里（約３.９km）も離れたら、まるで違う言葉になってしまう」といわれるほ
ど、言語文化はバラバラであったと考えられている。

問１　①から⑤はそれぞれ何時代の出来事ですか。次の中から選び、それぞれ記号で答えなさ
い。
ア．旧石器時代　　　　イ．縄文時代　　　　ウ．弥生時代　　　　エ．古墳・飛鳥時代
オ．奈良時代　　　　　カ．平安時代（院政期を除く）　　　　キ．院政期・鎌倉時代
ク．室町時代（南北朝時代を含む）・戦国時代　　　　ケ．安土桃山時代
コ．江戸時代　　　　サ．明治時代　　　　シ．大正時代
ス．昭和前期（第二次世界大戦敗戦まで）　　　　セ．昭和後期（第二次世界大戦敗戦後）

１
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問２　①の下線部について、奥州藤原氏は１１世紀末から拠点を岩手県のある都市に移し、こ
の都市に中尊寺などを建立しましたが、この都市を何といいますか。答えなさい。

問３　②の下線部について、石器や土器のように、当時の人々が日常で使っていたものだけで
なく、動物や魚介類の骨などが発掘される遺跡を一般に何といいますか。答えなさい。

問４　③の下線部について、この王国の都に築かれた王城は、周辺の関連遺産群と共に世界遺
産に登録されています。この王城の名前は何ですか。答えなさい。

問５　④について、　　あ　　戦争、　　い　　戦争の組み合わせのうち正しいものはどれで
すか。次のアからエの中から正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。
ア．あ：戊辰　・　い：日中
イ．あ：戊辰　・　い：日露
ウ．あ：日清　・　い：日中
エ．あ：日清　・　い：日露

問６　⑤の下線部について、この制度を何といいますか。答えなさい。

問７　①から⑤の文章にみられるような地域間の文化的な差異は、ある時期を迎えると急速に
小さくなり、地域間の違いが目立たなくなりました。そのある時期とはいつだと考えられ
ますか。その時期を答え、またその時期だと考えた理由も説明しなさい。
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以下の文章を読み、問いに答えなさい。

　２０２２年は日本の農業の未来を大きく変える年になるかもしれません。「生産緑地」指定を
外すことが可能になる年だからです。今回はこの「生産緑地」について学習しましょう。
　まず「生産緑地法」について説明します。「生産緑地法」が初めて制定されたのは１９７２年
です。その頃は、「（　Ａ　）（　Ｂ　）」が起こりました。地方の人口が減少する「（　A　）」と
都市に人口が集中する「（　Ｂ　）」が、同時に起こる現象です。こうして都市に人口が集中す
ると、都市の市街地に住宅地が広がっていきました。市街地や郊外の緑地が次々と宅地へと転
用されるようになっていきました。
　しかし、市街地の緑地が減少した結果、都市の住環境は悪化していきました。地盤の問題も
起こるなど災害が続きました。こうして

①
都市における農地にはさまざまな役割があることが

わかってきた中で制定されたのが「生産緑地法」でした。生産緑地法は、緑地の持つ環境機能
などを考慮し、良好な都市環境をつくろうという目的で制定された土地制度でした。
　しかし、１９８０年代後半にはバブル経済によって土地の値段が上昇し、都市の土地は「農地」
として農業生産するよりも、「宅地」として売ってしまった方が利益が大きくなるようになりま
した。
　こうした中で１９９２年に「生産緑地法」が改定されました。農地として保存すべき土地は
「生産緑地」として指定を受けることで、税金などがとても少額になりました。しかし、「生産
緑地」の指定を受けると農業を行わなくてはならず、建築物などをたてることは原則として禁
止されました。この禁止の期間は原則３０年となりました。一方、生産緑地の指定を受けなかっ
た農地は一般の住宅地と同じ税金になりました。このため土地の値段が上がることで、税金も
上がりました。指定を受けなかった農地は宅地化され、下記のグラフのように減少し続けまし
た。
　生産緑地の指定を受けた土地は、全国で１３,６５３.７ヘクタールにも及びます。東京ドームに
換
かん

算
ざん

すると約３０００個にも相当する広大な土地です。２０２２年は、この生産緑地指定を解除

２

問１　（　Ａ　）（　Ｂ　）に当てはまる言葉は何ですか。それぞれ答えなさい。

することが可能になる年です。
このため右のグラフから考える
と　　　②　　　となることが
予想されます。このことが未来
の農業に、未来の都市にどのよ
うな影響を与えるのか考えなく
てはいけないでしょう。
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（ha） 【グラフ】三大都市圏における生産緑地などの面積推移

国土交通省統計「三大都市圏特定市における生産緑地地区等の面積推移」
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問２　下線部①について、以下の表を見て、問いに答えなさい。
（１） 下の表中の（α）は神奈川県における産出額１位の野菜が入ります。（α）に当てはまる

野菜は何ですか。アからエより選び、記号で答えなさい。
� （産出額……農家が売り上げた金額）

（２） 上の表の「ホウレンソウ」は４都県（神奈川・東京・埼玉・千葉）でいずれも３位以内
です。また、「コマツナ」も３都県（神奈川・東京・埼玉）で上位となっています。これは
なぜですか。都市農業の有利なところに注目して説明しなさい。

問３　下線部①について、都市における農地の役割として、明らかな誤りのある文は次のうち
どれですか。１つ選び記号で答えなさい。
ア．都市に住む住民に農業への理解をすすめる場
イ．都市の失業者に働く機会を提供する場
ウ．小学生などの農業体験などの交流の場
エ．「食」と「農」に関する情報を提供する場
オ．火災の延焼防止や地震時の避難場所など防災のための場

問４　　　②　　について２０２２年以降の生産緑地の面積はどのように変化すると考えられま
すか。予想される変化を以下から選び、選んだ理由を説明しなさい。
ア．大幅に面積が増加する
イ．やや面積が増加する
ウ．あまり変わらない
エ．やや面積が減少する
オ．大幅に面積が減少する

神奈川県 東京都 埼玉県 千葉県
１位 (α） コマツナ ネギ ネギ
２位 キャベツ ホウレンソウ キュウリ サツマイモ
３位 ホウレンソウ 枝豆 ホウレンソウ ホウレンソウ
４位 トマト (α） ブロッコリー (α）
５位 キュウリ トマト サトイモ ニンジン
６位 ネギ キャベツ コマツナ トマト
７位 スイカ ネギ トマト キャベツ
８位 モヤシ ブロッコリー 枝豆 キュウリ
９位 枝豆 サトイモ イチゴ スイカ
１０位 コマツナ ジャガイモ ハクサイ イチゴ

ア．コメ　　　　イ．レタス　　　　ウ．ピーマン　　　　エ．ダイコン

【表】各都県の野菜産出額上位１０品目

農林水産省「平成２９年生産農業所得統計」より



─ 5─

以下の文章を読み、各問いに答えなさい。なお、条文や発言などは問題作成上、わかり
やすく改めています。

　「選択的夫婦別姓、ちっとも進んでいませんね」「どうして女の人だけが自分の名字を捨てな
きゃいけないの」。これは、昨年の正月に放映されたテレビドラマのセリフの一部である。
　民法第７５０条は「結婚した男女は、夫の姓か、もしくは妻の姓のどちらかに統一しなくては
ならない」となっており、名字（姓）を夫か妻かどちらかの姓に統一しなければ、結婚ができ
ない。そして、夫が妻の名字（姓）を名乗っても全く問題ないが、実際は、妻が夫の名字（姓）
に改める夫婦が９０％以上にのぼっている。
　結婚に伴う改姓は、旧姓の時に積んできた様々な信用や実績がなくなってしまうこと、免許
証やクレジットカードなどの名義（名前）変更

こう

の手間がかかること、など様々な負担がともな
う。つまり、日本ではほとんどの場合、妻（女性）側に結婚による改姓の負担を強いているの
である。
　こうした現状に対し、「夫婦別姓での結婚が法律上認められない民法第７５０条は、『婚

こん

姻
いん

は両
性の合意のみ

4 4

に基づいて成立』するという憲法第２４条に違
い

反
はん

する」として、
①
東京のIT会社

社長ら４名が、国を訴えた。憲法は国の最高法規であり、憲法に違反する法律（この場合は民
法第７５０条）として「無効」という判断になれば、夫婦別姓が認められることになるからであ
る。
　これに対し、昨年６月、

②
最高裁判所は、「夫婦同姓を義務としている民法７５０条は、憲法

第２４条に違反するものではない」という
③
判断をした。この判決後、国を訴えた４名の弁護を

務めた弁護士は、「もし最高裁判所の裁判官が〈　　④　　〉、このような結論には絶対になら
ないと思う」という趣

しゅ

旨
し

の発言をして、夫婦別姓を認めなかったこの判決を批判した。また、こ
の判決に対して、ある識者は「最高裁判所は

⑤
憲法の番人としての役割を放

ほう

棄
き

した」と批判し
ている。

問１　下線部①について、この４名のように、裁判所に訴えを起こす者を何といいますか。答
えなさい。

問２　下線部②について、最高裁判所の裁判官が、その職責にふさわしいかどうかを国民が判
断する制度があります。任命直後と１０年ごとの衆議院議員総選挙の際に行われるこの制
度を何といいますか。答えなさい。

問３　下線部③について、裁判所が持つ、法律などが憲法に違反していないかを判断する権限
のことを何といいますか。答えなさい。

３
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問４　文中の空らん〈　　④　　〉について、この判決時の最高裁判所の裁判官は以下のＡか
らＯまでの１５名でした。これをふまえて、空らん〈　　④　　〉にあてはまる内容を答
えなさい。

問５　下線部⑤について、なぜ最高裁判所は「憲法の番人」と呼ばれているのですか。その理
由を説明しなさい。

下の言葉の中に、ある見方でみると一つだけ性格の異なるものがあります。それはどれ
ですか。記号で答えなさい。また、それ以外の言葉に見られる共通点は何ですか。説明
しなさい。

例題　〔ア．縄文　　イ．江戸　　ウ．鎌倉　　エ．横浜　〕

ア 他はすべて都市の名前

問１　ア．隋　　イ．唐　　ウ．元　　エ．清

問２　ア．消費税　　イ．法人税　　ウ．所得税　　エ．相続税

以下の問いに答えなさい。

問１　昨年８月に実施された横浜市長選では、２０１９年に発表された　　　誘致計画が大き
な争点となった。選挙の結果、この計画に反対する候補者が当選した。　　　に当てはま
る言葉は何ですか。答えなさい。

問２　昨年８月、アフガニスタンで首都カブールを制圧し、再び権力を握った武装勢力を何と
いいますか。答えなさい。

４

５

〈夫婦同姓は憲法に違反している（夫婦別姓を認めるべき）と判断〉…４名
年齢 性別 主な前職 年齢 性別 主な前職

A ６５歳 男性 学者 C ６６歳 男性 弁護士
B ６４歳 男性 検事 D ６９歳 女性 弁護士

〈夫婦同姓は憲法に違反していないと判断〉…１１名
年齢 性別 主な前職 年齢 性別 主な前職

E ６９歳 男性 大阪高裁長官 K ６６歳 男性 東京高裁長官
F ６８歳 男性 大阪高裁長官 L ６６歳 男性 東京高裁長官
G ６９歳 男性 検事 M ６３歳 男性 東京高裁長官
H ６９歳 男性 東京高裁長官 N ６７歳 男性 外交官
I ６９歳 男性 弁護士 O ６３歳 女性 検事
J ６７歳 男性 学者 （年齢は当時のもの）
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以下の森村くん、お母さん、お父さんの会話文を読み、問いに答えなさい。なお、森村
くんの会話を「森」、お母さんの会話を「母」、お父さんの会話を「父」と表記します。

森　今年の夏は暑かったね。毎年暑さが増しているように感じるけど、地球温暖化の影響もあ
るのかなぁ。世界でも森林減少や砂漠化が問題になっているけれど、僕の生活には直接関係
ないよね？
父　何言ってるんだ！　森林の減少は、今食べている夕食のステーキにも大いに関連している
んだぞ！
森　えっ、そうなんだ。森林減少と牛肉にどんなつながりがあるの？
父　流域面積が世界一広いアマゾン川流域に世界最大の熱帯雨林が広がっているのは知ってい
るな？
森　うん。アマゾンの熱帯雨林の面積の６０％は①ブラジルにあるんだよね。
父　②アマゾンの熱帯雨林は「地球の肺」ともよばれる天然林だ。だが、この熱帯雨林は２０年
以上前から毎年かなりの規模で減少してしまっているんだ。
森　熱帯雨林のような天然林は、人工林よりも二酸化炭素を多く吸収するって聞いたことがあ
るよ。
父　そう、熱帯雨林は人工林とは異なり、さまざまな樹木や草木が層を成しているから二酸化
炭素を多く吸収し、また、雨水をため水蒸気として大気中に戻すことで地球の気候を安定さ
せたり、多種多様な野生生物種の生活の場として生態系を維持したり、地球の環境にとても
大事な役割を果たしているんだ。
森　そんなに大切なのに、熱帯雨林はなぜ破

は

壊
かい

されているの？　売るための木材を伐
ばっ

採
さい

するた
めなの？
父　いいや、現在の森林破壊で最も深刻なのは、「　③　」の生産だ。熱帯雨林が焼き払われ、
「③」畑に変えられているんだ。手っ取り早くたくさんの収穫量を得られる「③」畑を増やす
には、荒れ地を開拓するよりも土

どじょう

壌の栄養素が豊富な植生が豊かな土地を活用しようとする
ためだ。
森　「③」は「畑の肉」ともいわれているよね。僕たちの食生活に不可欠なものではあるけれ
ど、毎日大量に食べているとは思えないなぁ。
父　世界の「③」生産量１位はアメリカで、２位がブラジル。特にブラジルは、過去５０年間
で「③」生産量を４００倍以上に増やし、いまや「③」生産はブラジルを代表する産業にまで
発展した。生産された「③」の多くは輸出されているんだ。
森　えっ？！　そんなに急速に増産してきたのはなぜなの？
父　その手がかりになるのは、過去５０年間の食生活の変化だ。経済発展とともに、穀物や野
菜中心の食生活は変化してきているんだ。例えば、中国では以前は野菜中心の食生活だった
が、過去５０年間（１９６１年から２０１１年を比較）で一人当たりの肉類の消費量が約１２倍、
乳製品・卵の消費量が約１０倍に増えている。そのため、中国では「③」を大量に輸入して
いるんだ。日本でもその５０年間で穀物全体の一人当たり消費量は０.８倍に減っている一方
で、肉の消費量が約１.８倍、乳製品・卵も２.６倍に増えている。

６
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森　なるほどね。人々は大量の「③」を直接食べているわけではないけれど、食生活の変化に
ともなって「③」が増産されている理由が【　　　④　　　　】ということがわかったよ。
父　牛肉１kgを作るためには「③」は１０kgくらい必要といわれているんだよ。
森　肉をたくさん食べるとしたら、「③」が大量に必要になるんだね。僕たちの消費のあり方も
考えなくちゃいけないよね。
母　実は、消費のあり方を考えて、今日のステーキは「③」から作られたお肉なのよ。持続可
能な地球を守るためには、私たち消費者がモノを買うときの行動も大事だなと思って。
森　そうなんだ！　本当のお肉みたい！　全然わからなかった！　確かに、最近、スーパーで
「③」から作られたお肉が売られているのを見たよ。
父　そうだね。近年、⑤企業も地球環境の保護に配

はい

慮
りょ

した商品を開発したり生産したりするよ
うになってきたね。「③」についても、生産時に森林破壊をともなっていないことを証明する
国際認証が普

ふきゅう

及してきていて、この認証のない「③」を使用しないことを決めている企業も
増えてきているんだ。そして、銀行や投資家もそのような企業を選んで資金提供するように
なってきているんだよ。
森　経済の仕組みの中で、地球環境を保護する企業を支援するような取り組みが行われるよう
になってきてるんだね。
母　買い物に行くと、安くて質の良い品物を選んで購入しがちだけれど、色々なことを意識し
ながら商品を選ぶことも大切ね。
森　僕たち⑥消費者の行動が地球環境の保護につながっていくんだね。

問２　下線部②について、なぜアマゾンの熱帯雨林は「地球の肺」とよばれるのですか。本文
を読んで答えなさい。

問３　空欄
らん

「 ③ 」にあてはまる農作物は、植物でありながらタンパク質を多く含み、「畑の
肉」などと言われています。その農作物とは何ですか。答えなさい。

問４　空欄【　④　】にあてはまる内容を答えなさい。

問５　下線部⑤について、企業はなぜ「③」を使用した肉製品のような地球環境の保護に配慮
した商品を開発するのですか。その理由を会話文の内容から答えなさい。

問６　下線部⑥について、地球環境を保護するための消費者の行動には、どのようなものがあ
るでしょうか。本文中に挙げられている例以外で、消費者の行動を具体的に答えなさい。
また、それらの行動が、企業や国などをどのように動かせるのか、考えて答えなさい。

問１　下線部①について、ブラジルの
位置はどこですか。次の地図中の
アからエの中から１つ選び、記号
で答えなさい。

ア

イ

エ

ウ




