
令和 2 年度

入 学 試 験 問 題

（時間 45 分）

（注　意）

日 章 学 園

鹿児島育英館高等学校

社　　会

１　「始め」の合図があるまで，このページ以外のところを見てはいけません。

２　問題は，7 ページです。解答用紙は 1 枚です。

３　「始め」の合図があったら，まず解答用紙に受験番号，中学校名と氏名を記

入しなさい。

４　答えは，必ず解答用紙に記入しなさい。

５　印刷がはっきりしなくて読めないときは，だまって手をあげなさい。 

問題内容や答案作成上の質問は認めません。

６　「やめ」の合図があったら，すぐ鉛筆をおき，解答用紙だけを裏返しにして，

机の上におきなさい。
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1	次の略地図１や文を読んで，問１～問10に答えなさい。

問１　略地図１中の点線は，何度の緯線を表しているか，
次の中から選び，記号で答えなさい。
ア　北緯20度　　イ　北緯40度
ウ　南緯20度　　エ　南緯40度

問２　略地図１中のⅠ・Ⅱはそれぞれ島・川を示したもの
である。島名・川名の組み合わせとして正しいものを，
次の中から選び，記号で答えなさい。
ア　Ⅰ　マダガスカル島　　Ⅱ　ナイル川
イ　Ⅰ　マダガスカル島　　Ⅱ　アマゾン川
ウ　Ⅰ　セイロン島　　　　Ⅱ　ナイル川
エ　Ⅰ　セイロン島　　　　Ⅱ　アマゾン川

問３　略地図１中のＸ地点からＹ地点に向かって直線的に
移動した場合，気候はどのように変化するか，次の中
から選び，記号で答えなさい。
ア　熱帯雨林気候→サバナ気候→ステップ気候→砂漠

気候→ステップ気候→地中海性気候
イ　熱帯雨林気候→ステップ気候→砂漠気候→ステップ気候→サバナ気候→地中海性気候
ウ　サバナ気候→熱帯雨林気候→ステップ気候→砂漠気候→ステップ気候→地中海性気候
エ　サバナ気候→熱帯雨林気候→ステップ気候→砂漠気候→サバナ気候→地中海性気候　

問４　略地図１のＱの地点には，リアス海岸がみられる。この地形は天然の良港として用いられる。
なぜ，良港となるのか，地形的な観点から，簡単に説明しなさい。

問５　次の表は，略地図１中のＡ～Ｄのいずれかの国の主要な輸出品を示している。表の①～④に対
応する国の組み合わせとして正しいものを，次の中から選び，記号で答えなさい。

国名 ① ② ③ ④

主
要
な
輸
出
品

野菜と果実
石油製品

金
原油

機械類

原油
液化天然ガス

ガス状炭化水素
液化石油ガス

船舶

自動車
機械類
白金
鉄鋼
石炭

茶
切り花

野菜と果実
石油製品

衣類
（データブックオブ・ザ・ワールド2019より）

ア　①Ａ国　　③Ｂ国　　　イ　①Ａ国　　③Ｄ国　　　ウ　①Ｃ国　　③Ｂ国　
エ　①Ｃ国　　③Ｄ国 

問６　略地図１中のアフリカの国々は，共通語・公用語として，フランス語やポルトガル語などヨー
ロッパの国々の言語が多く使用されている。その理由を簡単に説明しなさい。

問７　略地図１中のアフリカの国々では，民族の間や周りの国々との争いが続いており，人々は貧困
や飢餓に苦しんでいる地域が多い。そのため本来の居住地域から離れなければならなくなった
人々がいる。その人々を何というか，答えなさい。

問８　略地図１中の国々では，たくさんの鉱産資源を産出する。次の表は，金鉱・銅鉱・マンガン鉱
の主な産出国をまとめたものです。表中の①～③のうち銅鉱にあたるものを選び，①～③の番号
で答えなさい。

Ｘ Ｂ

Ⅰ

Ｄ

Ⅱ
Ａ

Ｃ

Ｙ

Ｑ

略地図１
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① ② ③
Ｄ国　

オーストラリア
中国

ガボン
ブラジル

29.2％
17.1％
16.9％
10.5％
5.8％

チリ
中国

ペルー
コンゴ民主
ザンビア

30.2％
9.0％
8.9％
5.3％
3.7％

中国
オーストラリア

ロシア
アメリカ

Ｄ国

14.5％
9.0％
8.1％
6.9％
4.7％

（データブックオブ・ザ・ワールド2019より）

問９　略地図１中のアフリカ州などの発展途上国では，20世紀後半から（　　　）と呼ばれる急速な
人口増加が見られるようになった。空欄に適する語句を入れなさい。また，なぜこの地域で急激
な人口増加が見られるようになったか，その理由を簡単に説明しなさい。その際，必ず「医療」

「環境」という言葉を使用しなさい。
問10　略地図１中のＤ国と日本との時差は７時間です。Ｄ国は経度何度の線を標準時子午線にしてい

るか，答えなさい。

2	次の略地図２や文を読んで，問１～問６に答
えなさい。

問１　略地図２のⅠ・Ⅱはそれぞれ山地・平野を示
したものである。山地名・平野名の組み合わせ
として正しいものを，次の中から選び，記号で
答えなさい。
ア　Ⅰ　九州山地　　Ⅱ　宮崎平野
イ　Ⅰ　九州山地　　Ⅱ　日向平野
ウ　Ⅰ　筑紫山地　　Ⅱ　宮崎平野
エ　Ⅰ　筑紫山地　　Ⅱ　日向平野

問２　略地図２中のⅢには，周辺海域に埋蔵されて
いるとされる資源をめぐり，中国が領有を主張
し始めている島々がある。この日本固有の島々
を何というか，答えなさい。

問３　略地図２中の九州地方は，たくさんの家畜を
飼育している。次の表は，肉用牛・乳用牛・豚
の都道府県別飼育頭数を表したものです。表中
の①～③に入る家畜の組み合わせとして正しい
ものを，次の中から選び，記号で答えなさい。

① ② ③
鹿児島
宮崎
千葉

北海道
群馬

14.2％
9.1％
7.1％
6.8％
6.7％

北海道
鹿児島
宮崎
熊本
岩手

20.7％
12.9％
9.8％
5.0％
3.7％

北海道
栃木
岩手
熊本
群馬

58.9％
3.9％
3.2％
3.2％
2.7％

（日本国勢図会2018/19より）

ア　①肉用牛　②乳用牛　③豚　　イ　①肉用牛　②豚　③乳用牛
ウ　①豚　②肉用牛　③乳用牛　　エ　①豚　②乳用牛　③肉用牛
オ　①乳用牛　②肉用牛　③豚　　カ　①乳用牛　②豚　③肉用牛

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

略地図２
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問４　次のグラフは，日本の北九州工業地域・阪神工業地帯・中京工業地帯・京浜工業地帯の製造品
出荷額の割合を表したものである。北九州工業地域に該当するグラフを次のＡ～Ｄから選び，記
号で答えなさい。

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

その他
化学工業
機械工業
金属工業

D

C

B

A

（データブックオブ・ザ・ワールド2019より）

問５　次の写真１は，略地図２中のⅣの地域の写真で，湯煙立ち上る温泉街の様子である。写真２は
その近くにある施設の写真である。この施設はこの地域で出る温泉水などを利用した施設であ
る。この施設とは何ですか，答えなさい。

問６　略地図２の地域は自然災害の多い地域である。自然災害や防災の調査の目的とその方法につい
て述べた文として，適当でないものを，次の中から選び，記号で答えなさい。
ア　これまでに発生した災害やその対策を調べるため，各地域の郷土史に関する文献を参照する
イ　近年発生した大雨による災害にともなう被災者の数を知るために，AMeDAS（アメダス，

自然地域気象観測システム）のデータを検索する
ウ　将来起きうる津波によって浸水が予測される範囲を調べるために，ハザードマップを利用す

る
エ　本土と離島を結ぶ船が欠航した日の風の強さや波の高さを知るために，気象庁のウェブサイ

トを参照する。

写真２写真１
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3	次の文は，日本の世界遺産について述べたものである。①～⑦の文を読んで，あとの問１～問
４に答えなさい。

①　この地域は古くから養蚕がさかんで，明治時代に政府がフランスの技術を導入して官営の模範
工場を建てた。当時の製糸技術開発の最先端として国内の養蚕 ･ 製糸業を世界一の水準に引き上
げた。

②　この寺のある地域には，世界最古の木造建築が数多く残っている。７世紀には〔　㋐　〕によっ
て法隆寺が造営された。　　

③　別名「白鷺城」とよばれるこの城郭は，石造りの城壁と白色の土塀をめぐらせる日本独特の城
郭建築の遺産であり，17世紀初頭の日本の城郭を代表するものである。

④　この遺跡は日本海に面する島根県のほぼ中央に位置し，16世紀から20世紀にかけて採掘から精
錬まで行われた鉱山跡と，その麓の谷間に細長く存在するかつての鉱山町などからなっている。

⑤　平泉は，11世紀～12世紀の日本列島北部領域において，仏教に基づく理想世界の実現をめざし
て造営された政治 ･ 行政上の拠点である。ここには奥州藤原氏の初代藤原清衡が造営した寺院と
いわれる〔　㋑　〕がある。

⑥　ここには，古墳時代の最盛期であった４世紀～５世紀後半にかけて築造された，世界でも独特
な全長500メートルに達する前方後円墳を初めとする古墳が点在しており，これらは古墳によっ
て権力を象徴した日本列島の人々の歴史を物語る顕著なものである。

⑦　「明治日本の産業革命遺産　製鉄 ･ 製鋼，造船，石炭産業」は，19世紀後半から20世紀の初頭
にかけて，日本が工業立国の土台を構築し，後に日本の基幹産業となる造船，製鉄 ･ 製鋼，石炭
と重工業において急速に産業化をなしとげたことを証言する産業遺産により構成されている。

問１　文①・③・④・⑥にあてはまる世界遺産名を下の語
群から選び，また，その位置を地図中の記号で答えな
さい。

【語群】
百舌鳥 ･ 古市古墳群　　富岡製糸場　　姫路城
石見銀山　　佐渡金山　　江戸城

問２　文②の〔　㋐　〕にあてはまる人物名を答えなさい。

問３　文⑤の〔　㋑　〕にあてはまる寺院名を答えなさい。

問４　文⑦の下線部について，この世界遺産に登録された
鹿児島県に関係するものは次のうちのどれですか。次
の中から選び，答えなさい。

〔　　屋久島　　　関吉の疎水溝　　　桜島　　　造士館　　　薩摩切り子　　　奄美群島　　〕

ア

イ

ウ

エ

オ
カ



―5―

4	日本と東アジアの関係について述べた次のⅠ～Ⅷの文を読んで，あとの問１～問６に答えなさい。

Ⅰ　大和政権は朝鮮半島の加羅（任那）を足場に朝鮮半島に進出した。やがて百済と結んで，ａ高
句麗・新羅とも交戦した。このころ渡来人が機織・鍛冶・製陶・造船などの技術，漢字や儒教を
伝えた。また，６世紀には百済から〔①〕が伝わった。　

Ⅱ　倭では，聖徳太子のもとで新しい国づくりが進められた。その後，唐と新羅の連合軍に〔②〕
の戦いで敗れたため，中大兄皇子はｂ九州の守りをかためた。

Ⅲ　唐の勢力がおとろえると，唐の制度や文化を取り入れるために派遣していたｃ遣唐使を停止し
た。これにより，日本の風土や生活，日本人の感性に合った独自の文化が栄えた。

Ⅳ　元のフビライ＝ハンは日本に服属を要求したが，執権の〔③〕がこれを拒否したため，日本に
攻めてきた。日本は，集団戦法や火器に苦戦したが，元の軍勢を撤退させた。

Ⅴ　朝鮮との国交回復を実現して以後，朝鮮からは将軍の代替わりごとに通信使が派遣された。ま
た，薩摩藩に服属した〔④〕からも，将軍や国王の代替わりごとに幕府に使節が派遣された。

Ⅵ　甲午農民戦争をきっかけにおきた日清戦争は日本の勝利に終わり，清との間に条約が締結され
た。義和団事件の後，日本は満州に大軍をおいたロシアとの対立を深め，ｄ日露戦争が起こった。

Ⅶ　第一次世界大戦中に，日本は中国に対して21カ条の要求を出して，その大部分を認めさせた。
その後，日本は中国でのドイツの権益を継承したが，〔⑤〕により返還した。

Ⅷ　日中戦争が長期化するなか，日本は東南アジアへ進出し，太平洋戦争へと突入した。敗戦後，
一連のｅ民主化への改革を経て経済が復興した日本は，東アジアの国々と国交を回復した。

問１　文中の空欄①～⑤にあてはまる語句を答えなさい。

問２　下線部ａについて，この交戦を伝える石碑に書かれている高句麗王はだれですか。

問３　下線部ｂについて，九州の守りについた兵士を何といいますか。

問４　下線部ｃについて，遣唐使の停止を提言した菅原道真がよんだ歌を，次の中から選び，記号で
答えなさい。
ア　「　東風ふかば　思い起こせよ　梅の花　主なきとて　春な忘れそ　」　　
イ　「　天の原　ふりさけ見れば　春日なる　三笠の山に　出でし月かも　」
ウ　「　この世をば　わが世とぞ思う　望月の　欠けたることも　なしと思えば　」　

問５　下線部ｄについて，日本海海戦で日本を勝利に導いた鹿児島県出身の司令長官はだれですか。
次の中から選び，記号で答えなさい。
ア　大山巌　　イ　小松帯刀　　ウ　東郷平八郎　　エ　西郷隆盛　　オ　樺山資紀

問６　下線部ｅについて，農村の民主化を図るために農地改革が進められた。この改革について，「政
府」「地主」「小作人」の用語を使って30字以内で説明しなさい。
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5	次の文〈Ａ〉，〈Ｂ〉を読み，問１～問６に答えなさい。

〈Ａ〉

日本の①選挙は衆議院議員の場合，長い間，一つの選挙区から複数の議員を選出する大（中）選
挙区制を採用していたが，1994年に，選挙制度改革が行われ，小選挙区制と②比例代表制を組み合
わせて行われるようになった。

参議院議員選挙においては，都道府県を単位とする選挙区選挙と，（　③　）を一つの単位とす
る比例代表制が採用されている。

選挙の公平を期するためには選挙区ごとの有権者の数と議員定数との均衡が必要であるが，現
在の日本では，議員一人当たりの有権者数に，２倍程度の不均衡がある。この不均衡によって生じ
ている問題を（　④　）と呼んでいる。

問１　下線部①の選挙について，日本の選挙には四つの原則がある。その原則に含まれていないもの
を，次の中から選び，記号で答えなさい。

（ア）普通選挙　　（イ）直接選挙　　（ウ）公開選挙　　（エ）平等選挙
問２　下線部②について，定数６人の選挙区で，投票結果を下の資料のとおりにしたとき，Ａ党の当

選者数は何人か，その数字を書きなさい。
資料　政党別得票数

政党名 得票数（票）
Ａ党 ７０，０００
Ｂ党 ３５，０００
Ｃ党 ２４，０００

問３　文章中の空欄（　③　）・（　④　）に適する語句を答えなさい。

〈Ｂ〉

憲法は①人権の保障とともに，国民にいくつかの義務を定めている。それは，（　②　）の義務，
納税の義務などである。同時に憲法は，国民の教育を受ける権利に対応して，子どもに（　③　）
を受けさせる義務を定めている。

また，現代社会の発展によって，④新しい人権を必要とする状況が生まれてきた。

問４　下線部①の人権について，基本的人権のなかで社会権に含まれないものを，次の中から選び，
記号で答えなさい。

（ア）健康で文化的な最低限度の生活を営む権利 
（イ）女性も職場や地域社会で活躍することができる権利
（ウ）労働者が団結して労働組合を結成することができる権利
（エ）介護や支援が必要とされる人が，国や地方公共団体から介護サービスなどを受ける権利

問５　文章中の空欄（　②　）・（　③　）に適する語句を答えなさい。
問６　下線部④の新しい人権について，新しい人権とあまり関係がないものを，次の中から選び，記

号で答えなさい。
（ア）環境アセスメント　　　　　　　（イ）汚染者負担の原則
（ウ）インフォームド・コンセント　　（エ）情報公開制度
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6	次の文〈Ａ〉，〈Ｂ〉を読み，問１～問５に答えなさい。

〈Ａ〉

Ｘくん：今日の為替相場は１ドル107円だったけど，１年前は1ドル117円ぐらいだったから，今日
は１ドル117円のころからすると，①（　Ａ．円高　Ｂ．円安　）になったね。

Ｙさん：円安だと，②（　Ａ．輸入品　Ｂ．輸出品　）の価格が下がるのだよね。逆に，円高にな
ると③（　Ａ．輸入品　Ｂ．輸出品　）の価格が下がってしまうんだよね。

Ｘくん：現在の日本にとって円高と円安はどちらがよいのかな。
Ｙさん：消費税が10％に上がって，国内の需要が少なくなっているので，やっぱり輸出をのばすた

めには④（　Ａ．円高　Ｂ．円安　）のほうがよいのではないかな。
Ｘくん：不景気の時は，政府はどのようなことをするのかな。
Ｙさん：公共事業をさかんにして財政を拡大し，通貨量を増やして景気を調整するのだよ。でも，

⑤公共事業を拡大しても，なかなか景気がよくならないこともあるみたいだよ。

問１　下線部①～④にあてはまる語句の組み合わせと
して正しいものを，次の中から選び，記号で答え
なさい。

（ア）①：Ｂ　②：Ａ　③：Ｂ　④：Ａ
（イ）①：Ａ　②：Ｂ　③：Ａ　④：Ｂ
（ウ）①：Ｂ　②：Ａ　③：Ａ　④：Ｂ
（エ）①：Ａ　②：Ｂ　③：Ｂ　④：Ａ

問２　下線部⑤の公共事業費に関して，右の「平成30
年度一般会計歳出の構成割合」を示した円グラフ
の中で，公共事業費を示しているものを，（ア）
～（エ）より選び，記号で答えなさい。なお，一
般会計歳出総額は977,128億円である。

〈Ｂ〉
ａ地方自治を実現するためには，地域の政治にわたしたち住民の意思を十分に反映させること

が大切である。そのために，住民には，ｂ首長や議員を選ぶ権利のほかに，地域の重要な問題につ
いて住民が直接参加して意思を表明する制度として，ｃ直接請求権や住民投票などの権利が保障さ
れている。

問３　下線部ａの地方自治を，「民主主義の学校」と呼ぶのはなぜか，下の言葉を使用し，簡単に説
明しなさい。

「身近な問題」　・　「能力を形成」
問４　下線部ｂの首長について，都道府県の首長を何というか，答えなさい。
問５　下線部ｃの直接請求権について，下の表を見て，⑴～⑶の問いに答えなさい。

請求の種類 必要な署名数 請求先 請求後行われること
条例の制定・改廃 ① 首長 議会を招集し，結果を報告

監査 ① 監査委員 監査を実施して結果を公表する
議会の解散 ② ③ 住民投票を行い，（　④　）の賛成があれば解散

首長・議員の解職 ② ③ 住民投票を行い，（　④　）の賛成があれば解職
⑴　表中①・②にあてはまるのはどれか，次のア～エから一つずつ選び，記号で答えなさい。

ア　有権者総数の２分の１以上　　イ　有権者総数の３分の１以上
ウ　有権者総数の10分の１以上　　エ　有権者総数の50分の１以上

⑵　表中③にあてはまる請求先を答えなさい。
⑶　表中④にあてはまるのはどれか，次の中から選び，記号で答えなさい。

ア　過半数　　イ　３分の１以上　　ウ　３分の２以上　　エ　４分の１以上

社会保障
33.7％

（ア）
23.8％

（イ）
15.9％

（ウ）
6.1％

文教・科学振興費
5.5％

（エ）
5.3％

その他
9.6％

「平成30年度一般会計歳出の構成割合」


