
平成 23年度

愛知工業大学附属中学校入学試験問題 (第 1回)

¶ ³
1. 試験開始の合図があるまで，この問題の冊子の中を見てはいけません。

2. 社会の試験時間は 50分です。問題は 1 ～ 7 まであります。

3. 解答用紙は，この問題冊子の中央にはさんであります。試験開始の合図の後，解

答用紙を取り出して，受験番号と氏名を記入してください。

4. 問題の内容についての質問には応じません。

5. 試験中に問題冊子の印刷がはっきりしなかったり，ページがぬけていたりした

場合は，だまって手をあげて係の先生に知らせてください。

6. 質問や体の異常，筆記用具を落としたなどの場合は，だまって手をあげて係の先

生に知らせてください。

7. 試験が終わったら，解答用紙のみ提出し，問題の冊子は持ち帰ってください。µ ´



平成 23年度　第１回　社会

1 次の地図と下の 説明文 A～Dを読んで，あとの問いに答えなさい。

説明文

A 神通川や庄川，小矢部川が流れ，その下流で平野を作り，水田が広がり米の生産がさかんで

ある。

B 日本一長い川の河口があり，2007年に政令指定都市になった県庁所在地をもつ。

C 北部は木曽川や揖斐川，長良川の河口があり，南部はリアス式海岸が見られる。

D 八代海に面していて，白川の河口がある。
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(1) 説明文 A～Dにあてはまる都道府県を，左の地図中ア～サからそれぞれ選び記号で答え

なさい。

(2) 説明文 A～Dに記されている川が作った平野は次のうちどれですか。次のア～コからそ

れぞれ選び記号で答えなさい。

ア. 十勝平野 イ. 筑紫平野 ウ. 庄内平野 エ. 関東平野 オ. 越後平野

カ. 富山平野 キ. 福井平野 ク. 濃尾平野 ケ. 播磨平野 コ. 熊本平野

(3) 説明文 A～Dに記された都道府県には，それぞれ共通点があります。下の文章はその共

通点を説明したものですが，文章の 　 にあてはまる語句を漢字で答えなさい。

第二次世界大戦後，高度経済成長の中で，重化学工業が発達したが，工場から出る有害物質

の影響で多くの 　 病が発生した。

(4) 大きい川は，山から土砂を運ぶことで河口付近に平野をつくります。内陸部でも盆地の多

くは平野と同じようなしくみでできています。内陸部に見られる，川が運んできた土砂が積

もってできた地形を何といいますか。漢字で答えなさい。
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2 次の文章は，太郎君がある県を旅行したときの感想です。次の文章を読み，あとの問いに答えな

さい。¶ ³
　私は，名古屋から JRに乗り目的地に向かいました。目的地の県に入ると木曽川沿いを北

上します。このあたりは，1 古い街道の宿場町や関所があったところで，現在でも当時の町

並みが残っていることから，多くの観光客でにぎわいます。　　　　　　　　　　　　　　

　その後東京方面に行く鉄道と，さらに北上する鉄道に分かれる駅に到着しました。この駅

周辺は，2 県の中部にあり，古くは宿場町として栄え，現在ではりんごやぶどうなどの果実

の生産が盛んです。

　私は，北に向かう鉄道に乗り，さらに北上しました。そして，ようやく目的地の都市に到

着しました。この都市は 1998年に 3 冬のオリンピックが開催され，それに合わせて新幹線

や高速道路が整備されました。「さすが，冬のオリンピックが　
かいさい

開催　された都市だ」という印

象でした。µ ´
(1) 下線部 1について，この説明文で示されている街道は次のうちどれですか。次のア～エか

ら 1つ選び記号で答えなさい。

ア. 東海道 イ. 奥州街道 ウ. 日光街道 エ. 中山道

(2) 下線部 1について，この街道をモデルとした歴史小説『夜明け前』や詩集『若菜集』を発表

した，明治時代の文学者は誰ですか。次のア～エから 1つ選び記号で答えなさい。

ア. 与謝野晶子 イ. 夏目漱石 ウ. 島崎藤村 エ. 樋口一葉

(3) 下線部 2の地域の気候の特徴として，最も適当なものはどれですか。次のア～エから 1つ

選び記号で答えなさい。

ア. 夏が短く冬の寒さがきびしい。　
つ ゆ

梅雨　の影響が少なく雨も少ない。

イ. 熱帯に近い亜熱帯性の気候で，パイナップルやパパイヤ，マングローブなどの熱帯植物

が育つ。

ウ. 中国山地と四国山地に囲まれ，季節風の影響を受けにくく，夏冬ともに雨量が少ない。

エ. 山に囲まれた地域で多く見られ，夏と冬の気温差が大きく，海の影響を受けにくい気候

で，夏冬とも雨量が少ない。

(4) 下線部 3について，オリンピックのあとに開催される国際的な障がい者によるスポーツ大

会のことを何といいますか。カタカナで答えなさい。

(5) 太郎君が旅行した文中の「目的地の県」とはどこですか。県名を漢字で答えなさい。
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3 次の表・写真・絵をみてあとの問いに答えなさい。

表

所在地 数

1 23

2 23

あ　岡山県 7

い　群馬県 4

う　京都府 4

え　茨城県 2

写真 絵

(1) 表は全長 150ｍ以上の古墳の数とその所在地（都道府県）をあらわしています。表中 1 ，

2 に入る都道府県名を漢字で答えなさい。答えには都道府県までつけて答えること。な

お 1 には，写真の古墳がある都道府県が入ります。

(2) 写真は日本最大の古墳です。名前を漢字 2字で答えなさい。

(3) 現在写真の古墳がある市は戦国時代にも商人の自治が行われ繁栄していました。この市の

名前を漢字で答えなさい。

(4) 表中 1 の都道府県でおこったこととして正しいものはどれですか。次のア～エから 1つ

選び記号で答えなさい。

ア. 大塩平八郎が乱をおこした。

イ. 将軍のあとつぎ問題をきっかけに応仁の乱がおこった。

ウ. 八幡製鉄所が建設された。

エ. 長篠の戦いで織田軍が武田軍を破った。

(5) 表中 2 の都道府県にあるものとして正しいものはどれですか。次のア～エから 1つ選び

記号で答えなさい。

ア. 伊勢神宮 イ. 琵琶湖 ウ. 東大寺 エ. 中部国際空港

(6) 絵は大政奉還の様子です。大政奉還が行われた場所を　
ふく

含　む府県を表中あ～えから 1つ選び

記号で答えなさい。

(7) 大政奉還以降のできごとを古い順にならべたもの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。

ア. 王政復古の大号令　→　内閣制度成立　→　地租改正　→　廃藩置県

イ. 王政復古の大号令　→　廃藩置県　→　地租改正　→　内閣制度成立

ウ. 廃藩置県　→　王政復古の大号令　→　内閣制度成立　→　地租改正

エ. 廃藩置県　→　地租改正　→　王政復古の大号令　→　内閣制度成立

(8) 大政奉還を行った将軍はどの藩の出身ですか。その藩の置かれた府県を表中あ～えから 1

つ選び記号で答えなさい。
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(9) 表中あ～えの府県と関係のあることがらの組み合わせとして正しいものはどれですか。次

のア～エから 1つ選び記号で答えなさい。

ア. あ　―　日本最初の鉄道が開通した。

イ. い　―　鉱毒事件のきっかけとなった足尾銅山がある。

ウ. う　―　室町幕府が置かれた。

エ. え　―　世界遺産に登録された姫路城がある。
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4 次の　
しへい

紙幣　の見本をみて，あとの問いに答えなさい。

(1) この紙幣に　
か

描　かれた人物は日本の憲法をつくっています。この憲法は主にどこの国の憲法

を参考につくられましたか。正しいものを次のア～エから 1つ選び記号で答えなさい。

ア. イギリス イ. フランス ウ. ロシア エ. ドイツ

(2) この紙幣に描かれた人物について正しいものはどれですか。次のア～エから 1つ選び記号

で答えなさい。

ア. この人物は、完成した憲法を総理大臣として憲法発布の日に天皇から受け取った。

イ. この人物のつくった憲法下では貴族院と参議院の二院制が採用された。

ウ. この人物はかつて吉田松陰のもとで学んだ。

エ. この人物は韓国を併合した直後に暗殺された。

(3) この紙幣は昭和 38年にはじめて発行されました。昭和 38年以前におこったできごととし

て正しいものはどれですか。次のア～エから 1つ選び記号で答えなさい。

ア. PKO協力法が成立した。

イ. 日本とソ連が国交を回復した。

ウ. 沖縄が日本に　
へんかん

返還　された。

エ. 第一次石油危機がおこった。

(4) この紙幣に描かれている人物を漢字で答えなさい。

(5) 現在発行されている 1000円札に描かれている人物は　
だれ

誰　ですか。漢字で答えなさい。
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5 衆議院の解散から特別国会召集までを示した次の図をみてあとの問いに答えなさい。

　内閣不信任決議案の可決　

　 　　 　
1

　解散　

　 　　 　
2

　総選挙　

　 　　 　
3

　特別国会の召集　

(1) 右の図中 1 ～ 3 にあてはまる語句を，次

のア～エからそれぞれ選び記号で答えなさい。

ア. 10日以内

イ. 30日以内

ウ. 40日以内

エ. 50日以内

(2) 特別国会で最も重要な議題となるものを次のア

～エから 1つ選び記号で答えなさい。

ア. 予算の議決

イ. 条約の承認

ウ. 内閣総理大臣の指名

エ. 憲法改正の発議

(3) 国会で取り上げられる議題の中で，「衆議院の優越」と最もかかわりのない議題はどれです

か。(2)のア～エから 1つ選び記号で答えなさい。
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6 次の文を読んであとの問いに答えなさい。¶ ³
　江戸時代，人口 100万をかかえる江戸の町では多くの品物が 1 再利用され，人口に比して

ゴミの量はとても少なかったと言われます。鎖国の時代でもあり日本人が 2 自給自足に迫ら

れた背景もあるのでしょう。

　江戸時代後半に 3 　
さがみ

相模　の国で生まれた二宮尊徳は，田植えで余った　
なえ

苗　をあつめて 1俵分の

米を収穫しました。自分の読書に使う灯の油は，自分で 　 を植えてとりました。やがて

地元の藩の家老に仕え，勤勉・　
けんやく

倹約　を　
むね

旨　としてその家計を立て直したり，4 栃木県にあった

旗本領や 5 天領の財政再建にも取り組みました。

　地球温暖化が叫ばれる中，6 温室効果ガス排出規制において世界の足並みはなかなかそろ

いません。現代人も尊徳の生き方を振り返り，いま一度自分の生活を見直す必要があるので

はないでしょうか。先人のくらしの良いところはいつまでも忘れずにおきたいものです。µ ´
(1) 下線部 1について，再利用やゴミの減量について正しくない文はどれですか。次のア～エ

から 1つ選び記号で答えなさい。

ア. 燃えないゴミは再利用できないのでなるべく出さないようにする。

イ. スーパーに買い物にいくとき，自宅にある手さげバックを使う。

ウ. 着なくなった服を古着屋に売る。

エ. シャンプーや　
ほうこうざい

芳香剤　などはつめかえ用を買う。

(2) 下線部 2 について，カロリーでみた日本の食料全体の自給率 (2007 年) はどのくらいです

か。最も近いものを，次のア～エから 1つ選び記号で答えなさい。

ア. 10％ イ. 20％ ウ. 30％ エ. 40％

(3) 下線部 3について，「相模」の国は現在の何県にあたりますか。漢字で答えなさい。

(4) 文中の 　 に入る語句として正しいものはどれですか。次のア～エから 1つ選び記号で

答えなさい。

ア. うるし イ. 菜種 ウ. 　
あい

藍　 エ. 小麦

(5) 下線部 4について，栃木県の県庁所在地を漢字で答えなさい。

(6) 下線部 4 について，江戸時代に栃木県を通っていた街道はどれですか。次のア～エから 1

つ選び記号で答えなさい。

ア. 東海道 イ. 中山道 ウ. 奥州街道 エ. 甲州街道

(7) 下線部 4について，栃木県が全国 1位 (2008年)の生産量をあげている農産物は何ですか。

次のア～エから 1つ選び記号で答えなさい。

ア. ぶどう イ. いちご

ウ. トマト エ. はくさい

(8) 下線部 5について，「天領」とは何ですか。簡単に説明しなさい。
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(9) 下線部 6について，京都議定書で温室効果ガスの削減を約束した国として正しいものはど

れですか。次のア～エから 1つ選び記号で答えなさい。

ア. ブラジル イ. 中国 ウ. インド エ. ロシア

(10) 江戸時代の人物として正しくないものはだれですか。次のア～エから 1つ選び記号で答え

なさい。

ア. 小林一茶 イ. 世阿弥 ウ. 伊能忠敬 エ. 平賀源内
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7 次の文を読んで，あとの問いに答えなさい。¶ ³
　 2010 年 6 月 11 日から 7 月 11 日にかけて，FIFA の第 19 回目のワールドカップが

1 共和国で開催されました。試合会場の半数が，標高 1，000ｍをこえる高地で，この国

の行政府の首都 2 も標高 1，214ｍにあります。このワールドカップの開催時期の現地

の季節は 3 にあたり，平均最高気温が 18℃，平均最低気温が 6℃です。この国の大部

分の地域の気候は 4 で，ヨーロッパと同じような農業生産ができることから，1652年に

オランダの植民地となりました。この国は地下資源が豊かな国で， 5 の産出量は世界第

2位で，世界全体の産出量のうち，10．8％を占めます（2007年）。µ ´
(1) 1 にあてはまる国名を答えなさい。

(2) 2 にあてはまる都市名を，次のア～エから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア. プレトリア イ. ケープタウン ウ. ダーバン エ. ブエノスアイレス

(3) 3 にあてはまる季節を，漢字 1字で答えなさい。

(4) 4 にあてはまる気候を，次のア～エから 1つ選び記号で答えなさい。

ア. 熱帯 イ. 温帯 ウ. 寒帯 エ. 冷帯

(5) 5 にあてはまる鉱産資源を，次のア～エから 1つ選び記号で答えなさい。

ア. 銅 イ. ボーキサイト ウ. 鉄鉱石 エ. 金

＜問題はこれで終わりです＞
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