
平成24年度

付属中学校入学試験問題

社 会

〔注意事項〕

１．試験開始の合図があるまで問題を開かないこと。

２．解答は必ず解答用紙に記入すること。

３．出身小学校名，氏名，受験番号を解答用紙に記入すること。

４．試験終了の合図があったら鉛筆をおき，解答用紙の回収がすむまで

席を立たないこと。



第１問 これから続く会話文を読んで，各問いに答えなさい。

家族で京都に旅行へ行った太郎くんは，そのことを先生に報告することにしました。

太郎くん：先生。この休みに家族で○ア京都に行ってきました。

先 生：へぇ～京都のどんなところを見てきたの。

太郎くん：○イ世界遺産や京都の町並みを見てきました。京都の町並みは○ウ碁
ご
盤
ばん
の目のよう

になっていることを勉強しました。それと，○エお祭りも行われていました。

先 生：それはいい勉強になりましたね。

太郎くん：京都には古い建物が多くあって，僕が住んでいるところより古いものがたくさ

ん残っているような気がしました。

先 生：そうだね。○オ京都には794年に都がつくられ，およそ1000年のあいだ日本の中心

だった場所だからね。ただ，地域の人々が○カ伝統や文化を大切にし，それを保

護していることも忘れてはいけないよ。

太郎くん：伝統や文化を残すために地域の人々が努力しているのですね。知りませんでし

た。そういえば，京都では高い建物をつくってはいけないという○キ条例がある

と，お父さんが教えてくれました。どうしてなんですか？

先 生：それは という理由からだよ。

問１ 下線部○アについて，

⑴ 「京都府」を選び，記号で答えなさい。なお，地図中の・は都道府県庁所在地を

示しています。

ア． イ． ウ． エ．

⑵ 1997年に京都市で開かれた国際会議で，京都議
ぎ
定
てい
書
しょ
という文章がまとめられまし

た。この文章は何についての取り決めですか。正しいものを選び，記号で答えなさ

い。

（中社１）



ア．地球温暖化を防ぐための取り決めについて

イ．世界の平和のための取り決めについて

ウ．世界の文化財を守るための取り決めについて

エ．食料の貿易に関する取り決めについて

問２ 下線部○イについて，次のうち世界遺産として誤っているものを選び，記号で答えな

さい。

ア．姫路城 イ．厳
いつく

島
しま
神社 ウ．富士山 エ．小笠原諸島

問３ 下線部○ウについて，どのような町並みのことですか。正しいものを選び，記号で答

えなさい。

ア．高いビルが多く集まっている

イ．観光地の景色を残すため道路がゆるやかに曲げられている

ウ．町の四方が壁で囲まれている

エ．道路が南北と東西とで直角に交わっている

問４ 下線部○エについて，京都で行われているお祭りはどれですか。正しいものを選び，

記号で答えなさい。

ア．ねぶた祭 イ．だんじり祭 ウ．祇
ぎ
園
おん
祭 エ．神田祭

問５ 下線部○オについて，

⑴ この都を何と言いますか。

⑵ 「794年」は何世紀ですか。

問６ 下線部○カについて，伝統工芸品に使用されるマークはどれですか。正しいものを選

び，記号で答えなさい。

ア． イ． ウ． エ．

（中社２）



問７ 下線部○キについて，この語の意味は何ですか。正しいものを選び，記号で答えなさい。

ア．国が定めた決まり

イ．都道府県・市区町村が定めた決まり

ウ．国と都道府県との間の決まり

エ．都道府県と市区町村との間の決まり

問８ 会話文中の に当てはまる文はどれですか。正しいものを選び，記号で答

えなさい。

ア．経済を活発にするため

イ．歴史的な景色を守るため

ウ．小さい商店を守るため

エ．土地を有効に使うため

京都へ旅行に行って，太郎くんは山口県のことをもっと知りたいと思うようになったので，

山口県の特産品について調べてみることにしました。

太郎くん：僕たちの住む山口県も，いろいろな特産品があるって先生が話してたなぁ。ど

んなものが山口県にはあるんだろう。山口県のホームページを見てみよう。

○ク自然に恵まれた山口県は，海の幸，山の幸が自慢です。

山口の魚といえば，「ふぐ」ですが，「あまだい」（１位）や「はも」（２位）をはじめ，

水揚
あげ
量５位以上がなんと12種類。「あんこう」の水揚

あ
げNo.１も実は下関漁港です。

○ケ「○産・○消」を推進している山口県の○コ農産物は，新鮮・安心・安全がモットー。

ブロッコリーと中国野菜のサイシンから生まれた「はなっこりー」，果肉が軟
やわ
らかく甘み

が強い「萩たまげなす」は，その名のとおり，大きさは500g超。

たんせい込めてつくり上げられた○サ「メイド・イン・やまぐち」の品々には，○シ山口の

風景や歴史・文化が見え隠
かく
れします。

山口県ホームページ 「山口の魅力と観光」 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/theme/profile/

（問題作成にあたり，文章を変更したところがあります）

問９ 下線部○クについて，山口県が面している海を１つ答えなさい。

問10 下線部○ケは，地域で生産された農産物をその地域の人たちで消費することです。

「○産・○消」の○に入る同じ漢字を答えなさい。

問11 下線部○コについて，次の表から読み取れる文章はどれですか。正しいものを選び，

記号で答えなさい。

（中社３）



米の生産

1970 1980 1990 2000 2009 2010

作付面積
(万 ha)

水 稲
陸 稲
合 計

284
9

292

235
3

238

206
2

207

176
1

177

162
0.3
162

163
0.3
163

収かく量
(万 t)

水 稲
陸 稲
合 計

1253
16

1269

969
6

975

1046
4

1050

947
2

949

847
1

847

848
1

848

農林水産省しらべ。
矢野恒太記念会編『日本のすがた2011』より

ア．米の作付面積が減少し，収かく量は増加したことを示している

イ．米の作付面積が増加し，収かく量は減少したことを示している

ウ．米の生産規模が大きく縮小したことを示している

エ．米の生産規模が大きく拡大したことを示している

問12 下線部○サについて，山口県の特産品はどれですか。正しいものを選び，記号で答え

なさい。

ア．太陽のたまご（マンゴー） イ．瀬戸ジャイアンツ（マスカット）

ウ．佐藤錦
にしき

（さくらんぼ） エ．ゆめほっぺ（ミカン）

問13 下線部○シについて，「山口の風景」として正しいものを選び，記号で答えなさい。

ア． イ．

ウ． エ．

（中社４）



第２問 次の〔Ａ〕～〔Ｆ〕の写真と絵を見て，各問いに答えなさい。

問１ 〔Ａ〕は，日本で最も大きな古墳です。古

墳は奈良盆地を中心に，大きな力を持つ王た

ちによってつくられました。この王たちによ

ってつくられた政府を何と言いますか。

問２ 埼玉県と熊本県の古墳から，こうした王の

名前がきざまれた刀が見つかりました。その

王の名前として正しいものを選び，記号で答

えなさい。

ア．卑弥呼 イ．ヤマトタケル

ウ．ワカタケル エ．聖武天皇

問３ 〔Ｂ〕は，銀閣のとなりの建物にある

部屋です。銀閣を建てた将軍は誰ですか。

名前を答えなさい。

問４ このころの建物の部屋には，たたみが

しかれ，部屋と部屋の間は，障
しょう

子
じ
やふす

まで仕切られるようになりました。この

ような部屋のつくりを何造りと言います

か。

（中社５）

〔Ｃ〕

〔Ａ〕

〔Ｂ〕



問５ 〔Ｃ〕は，戦国時代の戦いを描いた絵です。この戦いで力の示された武器は何です

か。この武器を答えなさい。

問６ 〔Ｄ〕は〔Ｃ〕のある部分を拡大

したものです。この部分には，この

戦いに家来として参加した武将が，

目印の「ひょうたん」とともに描か

れています。この武将は誰ですか。

名前を答えなさい。

問７ 〔Ｅ〕の人物は，足尾銅山の鉱毒

問題の解決に取り組みました。この

人物は誰ですか。名前を答えなさい。

問８ 〔Ｅ〕の人物が活躍したころの出

来事に近いものを選び，記号で答え

なさい。

ア．日露戦争

イ．日中戦争

ウ．第二次世界大戦

エ．朝鮮戦争

（中社６）

〔Ｄ〕

〔Ｅ〕



問９ 〔Ｆ〕は，1964年10月の高速鉄

道開通の様子です。戦後のこのよ

うな日本の急速な復興は，世界の

人々をおどろかせました。この高

速鉄道の開通は，太平洋戦争が終

わってから何年目の出来事です

か。正しいものを選び，記号で答

えなさい。

ア．10 イ．12

ウ．15 エ．19

問10 高速鉄道の開通は，日本の復興

を象徴することでもありました。

この年に日本で，平和のしるしと

してスポーツの祭典が開催されま

した。このスポーツの祭典は何で

すか。開催地もふくめた名称で答

えなさい。

（中社７）

〔Ｆ〕


