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　次の各文や略年表をみて，各問の答を，問１・問６・問11は文字で，その他は１〜４
から一つずつ選び，番号で答えよ。

問１　下線部①が設けた，豪族に与えた冠の色や飾りによって，階級を表す制度は何か。

漢字で答えよ。

問２　次の文は，下線部②の一部である。これによって示されたこととして誤っているも

のはどれか。

１　仏教を敬うこと

２　天皇の命令に従うこと

３　人と争うことがないこと

４　武芸に励むこと

問３　下線部③について述べた文の（ア）・（イ）にあてはまる語句の組み合わせとして正

しいものはどれか。

１　（ア）中大兄皇子　（イ）豪族　　　　 ２　（ア）天武天皇　（イ）豪族

３　（ア）中大兄皇子　（イ）天皇　　　　 ４　（ア）天武天皇　（イ）天皇

問４　下線部④の頃に天平文化が栄えたが，この時代に作られていないものはどれか。

１　古事記　　　　２　古今和歌集　　　　３　日本書紀　　　　４　万葉集

1
　６世紀になると，ヤマト政権では渡来人の知識などを利用して蘇我氏が対立勢力を倒し

推古天皇を大王にした。

　推古天皇の摂政となった①聖徳太子は蘇我氏と協力し，国内においては②十七条の憲法

を制定した。外交では小野妹子らを派遣するなど新しい政治を行ったが，聖徳太子の死後，

蘇我氏が権力を独占したことから，③大化の改新がおこった。

　④奈良時代には，唐の政治のしくみや進んだ文化を取り入れるため遣唐使を派遣した。

これにより，都の貴族を中心に，大陸の影響を強く受けた文化が栄えた。

　一に曰
いわ

く，和をもって貴
とうと

しとなし，さからうことなきを宗
むね

とせよ。

　二に曰く，あつく三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり。

　三に曰く，詔
みことのり

をうけたまわりては必ずつつしめ。

　７世紀はじめに中国を統一した唐が朝鮮半島に進出すると，東アジアでは緊張が高まっ

た。このような中で，（ア）は勢いをふるっていた蘇我氏を倒し，（イ）を中心とする中央集

権国家をめざし，政治改革をはじめた。
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た。このような中で，（ア）は勢いをふるっていた蘇我氏を倒し，（イ）を中心とする中央集
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問５　下線部⑤について述べた文の（ウ）・（エ）にあてはまる語句の組み合わせとして正

しいものはどれか。

１　（ウ）守護　（エ）問注所　　２　（ウ）六波羅探題　（エ）地頭

３　（ウ）守護　（エ）地頭　　　４　（ウ）政所　　　　（エ）侍所

問６　下線部⑥について，北条氏が独占した地位は何か。漢字で答えよ。

問７　下線部⑦に広まった鎌倉新仏教に関して，誤っている組み合わせはどれか。

１　浄土宗‐法然　２　浄土真宗‐道元　３　臨済宗‐栄西　４　法華宗‐日蓮

問８　下線部⑧について，このできごとはどれか。

１　平治の乱　　　２　承久の乱　　　３　保元の乱　　　４　応仁の乱

問９　下線部⑨のあとにおこった次のａ〜ｄのできごとを，古い順に並べたものはどれか。

　　ａ　後醍醐天皇が吉野に逃れる。　　ｂ　足利尊氏が京都に新しい天皇をたてる。

　　ｃ　足利尊氏が征夷大将軍となる。　ｄ　南北朝の内乱がおこる。

１　ｂ→ａ→ｃ→ｄ　　　　　　２　ｃ→ｂ→ａ→ｄ

３　ｂ→ａ→ｄ→ｃ　　　　　　４　ｃ→ａ→ｂ→ｄ

問10　下線部⑩に関して，この時代の農村の自治組織はどれか。

１　五人組　　　２　問丸　　　３　寄合　　　４　惣
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　武士による⑤新しい政治を目指していた頼朝は，天皇から征夷大将軍の称号を得て，鎌

倉幕府を開いた。頼朝の死後，頼家と御家人や御家人同士の争いがおこり，やがて⑥実権

は北条氏が握った。

　⑦ 13世紀，朝廷の勢力回復を考えていた後鳥羽上皇は，⑧幕府を倒そうと兵をあげたが

敗れてしまい，かえって幕府の支配力は強まった。

　しかし，北条氏の独裁に対する不満がつのり，倒幕の動きがみられた。その後，⑨鎌倉

幕府が倒され，新しい政治が始まったが長くは続かず，足利義満は朝廷のさまざまな権力

を吸収し，幕府を室町に移した。室町時代は農業などの産業もそれまでとは大きく変わり，

⑩経済力や団結力を強めた農民の成長も見られた。

　源頼朝は，対立していた義経をとらえる口実で，国ごとに（ウ）を，荘園や公領ごとに

（エ）をおくことを朝廷に認めさせた。



問11　略年表中のＯに関して，幕府において老中の補佐を行った役職は何か。漢字で答え

よ。

問12　略年表中のＰについて，家光が行ったこととして正しく述べたものはどれか。

１　孔子をまつる聖堂を江戸の湯島に建てた。

２　朝鮮に日本への服従と日本軍の明への通行許可を要求した。

３　極端な動物保護政策で，違反したものを厳しく罰した。

４　貿易を統制しようとして，海外へ行くことや帰国することを禁止した。

問13　略年表中のＱについて，このころの文化として誤って述べたものはどれか。

１　井原西鶴は商売で競い合う町人の生活をもとに描いた浮世草子を書いた。

２　松尾芭蕉は俳句を和歌と対等の芸術に高め，世に広めた。

３　葛飾北斎は富嶽三十六景などの風景画を残した。

４　近松門左衛門は人形浄瑠璃の台本作者として，義理と人情の板ばさみになる男女

の姿を描いた。

問14　略年表中のＲについて，吉宗は公事方御定書を制定した。その内容として正しいも

のはどれか。

１　裁判や刑の基準を定めた法令書

２　庶民の意見を取り入れるための意見書

３　豊作や不作にかかわらず一定の年貢を取り立てる調査書

４　キリスト教に関係しないヨーロッパ書物の輸入を認めるための証明書
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世紀 お も な で き ご と

17 徳川家康が江戸幕府をひらく ・・・Ｏ
17 徳川家光が３代将軍となる ・・・Ｐ
17 徳川綱吉が５代将軍となる ・・・Ｑ
18 徳川吉宗が８代将軍となる ・・・Ｒ
18 松平定信が老中となる ・・・Ｓ
19 水野忠邦が老中となる ・・・Ｔ

＜略年表＞



問15　略年表中のＳとＴについて，この２人のいずれかが行ったこととして誤って述べた

ものはどれか。

１　多額の借金を整理し，砂糖の専売制を行った。

２　江戸・大阪周辺の大名や旗本の領地を，直轄地にしようとした。

３　旗本・御家人の借金を帳消しにして，倹約令を出した。

４　株仲間を解散させ，物価の引き下げをはかった。

— 4—
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　自由ケ丘高校のＪ君は，夏休みを利用し，家族で岡山県を訪れた。次の文章は，旅行中

に彼が書いた日記の一部である。各問の答を，問２・問５は文字で，その他は１〜４から

一つずつ選び，番号で答えよ。

問１　下線部①の頃の事項ａ〜ｄを，年代の古い順に正しく並べたものはどれか。

　　ａ　キリスト教伝来　　　ｂ　応仁の乱

　　ｃ　長篠の戦い　　　　　ｄ　室町幕府滅亡

１　ａ→ｂ→ｃ→ｄ　　　　　　２　ｂ→ａ→ｄ→ｃ

３　ａ→ｂ→ｄ→ｃ　　　　　　４　ｂ→ａ→ｃ→ｄ

2

８月△日
　岡山に向け出発。元来，城が立っていた小高い丘のことをさして「岡山」と呼んでおり，
そこに①戦国時代に宇喜多秀家が城を築き，城下が形成され，その城下を岡山と呼んだこ
とが由来だそうだ。
　岡山県に入り，総

そう

社
じゃ

市に向かった。総社に入ると田園風景の中に五重塔が目に入った。
この塔は，備中②国分寺跡のものであった。また，日本でも有数の規模の③前方後円墳の
作
つくり

山
やま

古墳などもあり，今はのどかなこの地が，太古の時代には地方政治ではあるがその中
心であったと思うと不思議な気分であった。また，総社は水墨画で有名な④雪舟の生まれ
故郷だと父が教えてくれた。
　その後，岡山市に入り，総理大臣にもなった⑤犬養毅の記念館である犬養木

もく

堂
どう

記念館へ
行った。彼は⑥尾

お

崎
ざき

行
ゆき

雄
お

とともに「憲政の神様」と崇
あが

められているそうだ。

８月○日
　朝から後楽園や岡山城を見学し，帰路に就く。途中，倉敷で岡山の繊維産業の礎

いしずえ

を築
いた倉敷紡績の倉紡記念館に行くと父が言い出した。記念館では，大原總

そう

一
いち

郎
ろう

社長が版画
家の棟

むな

方
かた

志
し

功
こう

先生に制作を依頼した書画，「玉琢
みが

かざれば器
うつわ

とならず，人学
まな

ばざれば道を
しらず」の言葉とともに，稲妻とハマナスの花を描いた作品がとても印象に残った。これ
は，⑦第二次世界大戦がはじまり，戦時中の苦しい中にもハマナスのように強く生き，美
しい花を咲かせられるように勉強しようという意味合いが込められた作品だそうだ。

問２　下線部②や国分尼寺を国ごとに建て，政治の安定をはかろうとした天皇は誰か。漢

字で答えよ。

問３　下線部③に関して，誤って述べたものはどれか。

１　棺には埴輪や銅鏡・銅剣，やがて鉄製の武具や馬具が納められた。

２　稲荷山古墳からは，獲
わ

加
か

多
た

支
け

鹵
る

大王の銘の入った鉄剣が出土した。

３　古墳には石室がつくられ，棺が安置された。

４　前方後円墳は，大和地方を中心に出現し，各地でつくられた。

問４　下線部④や彼が活躍した時代に関して，次の文中の（ａ）〜（ｃ）にあてはまる語

句の組み合わせとして，正しいものはどれか。

１　（ａ）唐　　（ｂ）寝殿造　　（ｃ）似絵

２　（ａ）唐　　（ｂ）書院造　　（ｃ）お伽草子

３　（ａ）明　　（ｂ）寝殿造　　（ｃ）似絵

４　（ａ）明　　（ｂ）書院造　　（ｃ）お伽草子

問５　下線部⑤は政党政治に不満を持つ海軍将校などに官邸で殺害されたが，この事件を

何というか。

問６　立憲政友会は下線部⑥らの協力のもと伊藤博文を総裁として結成された。この政党

のもとで原敬内閣が誕生するが，この原敬内閣に関して，正しく述べたものはどれか。

１　この内閣の時に関東大震災がおこった。

２　この内閣が普通選挙制を実施した。

３　この内閣は米騒動のあとに成立した。

４　この内閣は最初の政党内閣であった。

問７　下線部⑦の期間中のできごととして，正しく述べたものはどれか。

１　中国では，国民政府の蔣介石が共産党を攻撃した。

２　アメリカ・イギリス・ソ連の代表は，ドイツの戦後処理を決めた。

３　アメリカの呼びかけで，ワシントン会議が開催された。

４　各地で講和反対の集会がおこり，東京では警察が焼き討ちされた。
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　禅僧である雪舟は（ａ）にわたって水墨画を深めた。彼が活躍したこの時代には，中国

から輸入した掛け軸や陶磁器をかざる床の間を持つ（ｂ）が発達した。また，幸福や富を

求める民衆の明るい夢などが語られた（ｃ）と呼ばれる絵本が読まれた。
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ろう

社長が版画
家の棟

むな

方
かた

志
し

功
こう

先生に制作を依頼した書画，「玉琢
みが

かざれば器
うつわ

とならず，人学
まな

ばざれば道を
しらず」の言葉とともに，稲妻とハマナスの花を描いた作品がとても印象に残った。これ
は，⑦第二次世界大戦がはじまり，戦時中の苦しい中にもハマナスのように強く生き，美
しい花を咲かせられるように勉強しようという意味合いが込められた作品だそうだ。

問２　下線部②や国分尼寺を国ごとに建て，政治の安定をはかろうとした天皇は誰か。漢

字で答えよ。

問３　下線部③に関して，誤って述べたものはどれか。

１　棺には埴輪や銅鏡・銅剣，やがて鉄製の武具や馬具が納められた。

２　稲荷山古墳からは，獲
わ

加
か

多
た

支
け

鹵
る

大王の銘の入った鉄剣が出土した。

３　古墳には石室がつくられ，棺が安置された。

４　前方後円墳は，大和地方を中心に出現し，各地でつくられた。

問４　下線部④や彼が活躍した時代に関して，次の文中の（ａ）〜（ｃ）にあてはまる語

句の組み合わせとして，正しいものはどれか。

１　（ａ）唐　　（ｂ）寝殿造　　（ｃ）似絵

２　（ａ）唐　　（ｂ）書院造　　（ｃ）お伽草子

３　（ａ）明　　（ｂ）寝殿造　　（ｃ）似絵

４　（ａ）明　　（ｂ）書院造　　（ｃ）お伽草子

問５　下線部⑤は政党政治に不満を持つ海軍将校などに官邸で殺害されたが，この事件を

何というか。

問６　立憲政友会は下線部⑥らの協力のもと伊藤博文を総裁として結成された。この政党

のもとで原敬内閣が誕生するが，この原敬内閣に関して，正しく述べたものはどれか。

１　この内閣の時に関東大震災がおこった。

２　この内閣が普通選挙制を実施した。

３　この内閣は米騒動のあとに成立した。

４　この内閣は最初の政党内閣であった。

問７　下線部⑦の期間中のできごととして，正しく述べたものはどれか。

１　中国では，国民政府の蔣介石が共産党を攻撃した。

２　アメリカ・イギリス・ソ連の代表は，ドイツの戦後処理を決めた。

３　アメリカの呼びかけで，ワシントン会議が開催された。

４　各地で講和反対の集会がおこり，東京では警察が焼き討ちされた。
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　禅僧である雪舟は（ａ）にわたって水墨画を深めた。彼が活躍したこの時代には，中国

から輸入した掛け軸や陶磁器をかざる床の間を持つ（ｂ）が発達した。また，幸福や富を

求める民衆の明るい夢などが語られた（ｃ）と呼ばれる絵本が読まれた。
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　右の略地図と資料をみて，各問の答を，問１は文字と１〜６から一つ選び番号で，問３

は文字で，問２は１〜４から，問４は１〜５から一つ選び，番号で答えよ。

問１　下の文は，略地図中のＡ〜Ｄのいずれかの国について述べたものである。この国の

国名を答えよ。また，文中の（ア）・（イ）にあてはまる語句の組み合わせとして，正

しいものはどれか。なお，資料１中のＡ〜Ｄは，略地図中のＡ〜Ｄと同じ国を示して

いる。

１　（ア）とうもろこし生産量　　　（イ）キリスト教

２　（ア）とうもろこし生産量　　　（イ）仏教

３　（ア）小麦生産量　　　　　　　（イ）仏教

４　（ア）小麦生産量　　　　　　　（イ）ヒンドゥー教

５　（ア）牛肉生産量　　　　　　　（イ）ヒンドゥー教

６　（ア）牛肉生産量　　　　　　　（イ）イスラム教

問２　次の１〜４の文は，それぞれ略地図中のＡ〜Ｄのいずれかの国について述べたもの

である。Ｄ国について述べたものはどれか。

１　この国は鉄鉱石や石炭，ボーキサイトなどの鉱産資源が豊富であり，地面を直接

けずっていく露天掘りという方法で，大規模で効率のよい採掘が行われている。

２　この国の工業製品は，世界の工業生産の中で大きな割合をしめている。輸出向け

の製品も大量に生産しており，「世界の工場」とよばれるほどになっている。

３　この国ではバイオ燃料の開発が進んでおり，環境にやさしいエネルギーとして注

目されている。

４　英語を使うことができる人が多いこの国では，アメリカやヨーロッパの企業とや

りとりをしながらソフトウェアの開発などを行うＩＴ産業がさかんになっている。

問３　略地図中のＡ〜Ｄの国は地球温暖化に対する取り組みを定めた京都議定書の加盟国

に含まれている。この地球温暖化の原因物質とされる二酸化炭素などをまとめて何と

いうか。解答欄に合うように漢字で答えよ。

問４　資料２は，アジア州・ヨーロッパ州・北アメリカ州・南アメリカ州・アフリカ州を

比較したものである。ヨーロッパ州にあてはまるものはどれか。

3

　資料１から，この国は国土面積に占める農地の割合が50％を超えるが，（ア）は４国の

うち最も少ないことがわかる。これは，国民の約８割が古くから（イ）を信仰しているこ

とと関わりが深いと考えられる。
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＜資料１＞

＜資料２＞

＜略地図＞

とうもろこし

生産量（千 t）
小麦生産量（千 t） 牛肉生産量（千 t）

国土面積に占める

農地の割合（％）

Ａ 23,670 94,483 967 54.8

Ｂ 215,646 126,208 6,394 53.8

Ｃ 390 25,303 2,318 51.2

Ｄ 79,878 6,262 9,675 32.7

人口（百万人） 面積（百万㎢） 人口密度（人 / ㎢）
人口増加率（％）

（2015〜2016）

１ 4,436 31.9 139.0 0.98

２ 1,216 30.3 40.1 2.53

３ 739 23.0 32.1 0.06

４ 361 21.8 16.6 0.75

５ 423 17.8 23.7 1.05

（2013/14年　「世界国勢図会2016/17」）

（2016年　「世界国勢図会2016/17」）

C

Ａ
B

D



　略地図と資料をみて，各問の答を，問１〜問３は番号と文字で，問４は１〜４から一つ

選び，番号で答えよ。

問１　資料１は，略地図中①〜④で示している道県の農用地面積である。③県にあてはま

　　るものはどれか。あわせて県名を漢字で答えよ。
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＜略地図＞

＜資料１＞

4

田（ha） 畑（ha）

1 223800 927400

2 99500 73500

3 39200 82900

4 153300 19800

④

①

③

⑤ Y

X
②

（2013年　農林水産省「農林水産統計2016年」より作成）

問２　略地図中のＸ・Ｙの正しい組み合わせはどれか。また，Ｘ・Ｙがぶつかる部分を何

というか。漢字で答えよ。

１　Ｘ：親潮　　　　Ｙ：黒潮　　　　　２　Ｘ：リマン海流　　Ｙ：対馬海流

３　Ｘ：対馬海流　　Ｙ：リマン海流　　４　Ｘ：黒潮　　　　　Ｙ：親潮

問３　資料２はある農産物の生産量順位を，それぞれ都道府県名で表している。また，表

中の　　　には，略地図中の①〜⑤の道県のどれかが含まれるが，その中で⑤県があ

てはまるものはどれか。農産物名とあわせて答えよ。

問４　略地図中の の県について，あてはまらないものはどれか。

１　第３次産業人口の割合が70％以上と，全国でも高い県である。

２　アメリカ軍の基地が，島の面積の約半分を占めている。

３　田がほとんどなく，畑や耕地などが多い特色がある。

４　サンゴ礁を守るなどの環境保全の取り組みが行われている。
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＜資料２＞

１位 ２位 ３位 ４位

1 静岡 三重 宮崎

2 愛知 群馬 千葉

3 福岡 佐賀 群馬

4 山梨 福島 和歌山

（2013年「統計要覧2016年」より作成）



問２　略地図中のＸ・Ｙの正しい組み合わせはどれか。また，Ｘ・Ｙがぶつかる部分を何

というか。漢字で答えよ。

１　Ｘ：親潮　　　　Ｙ：黒潮　　　　　２　Ｘ：リマン海流　　Ｙ：対馬海流

３　Ｘ：対馬海流　　Ｙ：リマン海流　　４　Ｘ：黒潮　　　　　Ｙ：親潮

問３　資料２はある農産物の生産量順位を，それぞれ都道府県名で表している。また，表

中の　　　には，略地図中の①〜⑤の道県のどれかが含まれるが，その中で⑤県があ

てはまるものはどれか。農産物名とあわせて答えよ。

問４　略地図中の の県について，あてはまらないものはどれか。

１　第３次産業人口の割合が70％以上と，全国でも高い県である。

２　アメリカ軍の基地が，島の面積の約半分を占めている。

３　田がほとんどなく，畑や耕地などが多い特色がある。

４　サンゴ礁を守るなどの環境保全の取り組みが行われている。
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＜資料２＞

１位 ２位 ３位 ４位

1 静岡 三重 宮崎

2 愛知 群馬 千葉

3 福岡 佐賀 群馬

4 山梨 福島 和歌山

（2013年「統計要覧2016年」より作成）
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　次のＡ〜Ｃの文をみて，各問の答を，問１は数字で，問４は文字で，その他は１〜４
から一つずつ選び，番号で答えよ。

問１　（ア）にあてはまる数字を答えよ。

問２　下線部①を解消するためや選挙権を保障するために，現在の日本でとられている制

度として，あてはまらないものはどれか。

１　期日前投票制度

２　不在者投票制度

３　強制投票制度

４　在外投票制度

問３　下線部②にあてはまらないものはどれか。

１　無罪の判決を受けた国民の刑事補償請求権

２　地方自治特別法の住民投票権

３　憲法改正の国民投票権

４　最高裁判所裁判官の国民審査権

5

Ａ　選挙が国民の意見を正しく反映するためには，一票の価値が平等であることが大切

です。そのため，小選挙区制では，選挙区ごとの有権者数と議員数の割合が，できる

だけ均等でなければなりません。しかし，2014年の衆議院議員総選挙においても，議

員一人当たりの有権者数に（ア）倍以上の差がつく選挙区が存在していました。この

ような地域ごとの大きな格差は，早急に解消していく必要があります。

　　また，①投票率が低いことも，日本の選挙が抱える課題の一つです。この問題も解

消していく必要がある重要な課題です。

Ｂ　基本的人権の一つである，わたしたちが政治に参加する権利を②参政権といいます。

この権利は，一人ひとりの人権が守られた暮らしやすい社会をつくり，それを維持

していくためにとても大切なものです。

Ｃ　③地方公共団体の財源は，自主財源と依存財源に支えられています。自主財源は，

住民が納める地方税や公共施設の使用料など，地方公共団体が自由に徴収して使える

収入です。依存財源は，税収入の地域間の格差を減らすために，国から配分される（イ）
や，借入金である（ウ）などの収入です。そのほか，義務教育の実施や道路・港湾の

整備など，特定の仕事を行う目的で，国から（エ）が支払われます。

— 12—

問４　下線部③に関して，2008年に始まった，納税者が税金を納めたいと思う地方公共団

体へ，個人で寄付を行って貢献できる制度は何か。解答欄に合うように答えよ。

問５　（イ）〜（エ）に入る語句の組み合わせとして，正しいものはどれか。

１　（イ）地方交付税交付金　（ウ）国債　　（エ）国庫支出金

２　（イ）国庫支出金　　　　（ウ）地方債　（エ）地方交付税交付金

３　（イ）国庫支出金　　　　（ウ）国債　　（エ）地方交付税交付金

４　（イ）地方交付税交付金　（ウ）地方債　（エ）国庫支出金
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　次のＡ〜Ｃの文をみて，各問の答を，問１は数字で，問４は文字で，その他は１〜４
から一つずつ選び，番号で答えよ。

問１　（ア）にあてはまる数字を答えよ。

問２　下線部①を解消するためや選挙権を保障するために，現在の日本でとられている制

度として，あてはまらないものはどれか。

１　期日前投票制度

２　不在者投票制度

３　強制投票制度

４　在外投票制度

問３　下線部②にあてはまらないものはどれか。

１　無罪の判決を受けた国民の刑事補償請求権

２　地方自治特別法の住民投票権

３　憲法改正の国民投票権

４　最高裁判所裁判官の国民審査権

5

Ａ　選挙が国民の意見を正しく反映するためには，一票の価値が平等であることが大切

です。そのため，小選挙区制では，選挙区ごとの有権者数と議員数の割合が，できる

だけ均等でなければなりません。しかし，2014年の衆議院議員総選挙においても，議

員一人当たりの有権者数に（ア）倍以上の差がつく選挙区が存在していました。この

ような地域ごとの大きな格差は，早急に解消していく必要があります。

　　また，①投票率が低いことも，日本の選挙が抱える課題の一つです。この問題も解

消していく必要がある重要な課題です。

Ｂ　基本的人権の一つである，わたしたちが政治に参加する権利を②参政権といいます。

この権利は，一人ひとりの人権が守られた暮らしやすい社会をつくり，それを維持

していくためにとても大切なものです。

Ｃ　③地方公共団体の財源は，自主財源と依存財源に支えられています。自主財源は，

住民が納める地方税や公共施設の使用料など，地方公共団体が自由に徴収して使える

収入です。依存財源は，税収入の地域間の格差を減らすために，国から配分される（イ）
や，借入金である（ウ）などの収入です。そのほか，義務教育の実施や道路・港湾の

整備など，特定の仕事を行う目的で，国から（エ）が支払われます。
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問４　下線部③に関して，2008年に始まった，納税者が税金を納めたいと思う地方公共団

体へ，個人で寄付を行って貢献できる制度は何か。解答欄に合うように答えよ。

問５　（イ）〜（エ）に入る語句の組み合わせとして，正しいものはどれか。

１　（イ）地方交付税交付金　（ウ）国債　　（エ）国庫支出金

２　（イ）国庫支出金　　　　（ウ）地方債　（エ）地方交付税交付金

３　（イ）国庫支出金　　　　（ウ）国債　　（エ）地方交付税交付金

４　（イ）地方交付税交付金　（ウ）地方債　（エ）国庫支出金
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　次の資料や文をみて，各問の答を，問４は文字で，問１は１〜６から二つ，その他は

１〜４から一つずつ選び，番号で答えよ。

問１　資料１は，ある商品の需要・供給量を表すグラフである。これについての説明とし

て正しく述べたものはどれか。

１　Ａの曲線は，価格が下がると売り手の供給が増えることを示している。

２　Ｂの曲線は，価格が上がると買い手の需要が増えることを示している。

３　Ａの曲線が左に移動すれば，均衡価格は上がることになる。

４　Ｂの曲線が左に移動すれば，均衡価格は上がることになる。

５　Ｃは，価格Ｐ１のとき，需要が供給を上回り，売れ残る数量を示している。

６　Ｄは，価格Ｐ２のとき，需要が供給を上回り，品不足の数量を示している。

6
＜資料１＞ ＜資料２＞

＜資料３＞

課税所得金額 税率

【例】課税の対象になる所得が

　　400万円の人の場合

　　195万円×0.05＋135万円

　　×0.1＋70万円×0.2

　　＝372,500円

195万円以下 5％

195万円を超え，330万円以下 10％

330万円を超え，695万円以下 20％

695万円を超え，900万円以下 23％

900万円を超え，1,800万円以下 33％

1,800万円を超え，4,000万円以下 40％

4,000万円超 45％

（2016／17　日本国勢図会より作成）

Ａ B

C

D

（価格）

（数量）

P１

P２

０

a
49.3％

総額
110.6兆円
（2013年度）b

32.0％

18.7％

福祉
その他
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　次の資料や文をみて，各問の答を，問４は文字で，問１は１〜６から二つ，その他は

１〜４から一つずつ選び，番号で答えよ。

問１　資料１は，ある商品の需要・供給量を表すグラフである。これについての説明とし

て正しく述べたものはどれか。

１　Ａの曲線は，価格が下がると売り手の供給が増えることを示している。

２　Ｂの曲線は，価格が上がると買い手の需要が増えることを示している。

３　Ａの曲線が左に移動すれば，均衡価格は上がることになる。

４　Ｂの曲線が左に移動すれば，均衡価格は上がることになる。

５　Ｃは，価格Ｐ１のとき，需要が供給を上回り，売れ残る数量を示している。

６　Ｄは，価格Ｐ２のとき，需要が供給を上回り，品不足の数量を示している。

6
＜資料１＞ ＜資料２＞

＜資料３＞

課税所得金額 税率

【例】課税の対象になる所得が

　　400万円の人の場合

　　195万円×0.05＋135万円

　　×0.1＋70万円×0.2

　　＝372,500円

195万円以下 5％

195万円を超え，330万円以下 10％

330万円を超え，695万円以下 20％

695万円を超え，900万円以下 23％

900万円を超え，1,800万円以下 33％

1,800万円を超え，4,000万円以下 40％

4,000万円超 45％

（2016／17　日本国勢図会より作成）
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49.3％
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32.0％
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福祉
その他
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問２　日本の社会保障制度は，四つの柱からなる。資料２は，社会保障費用の内訳を示し

ている。これについての説明として正しく述べたものはどれか。

１　四つの柱の一つである公的年金のしくみとして，ａの年金を給付する。

２　四つの柱の一つである公衆衛生のしくみとして，ｂの医療費を給付する。

３　ａやｂは，四つの柱の一つである社会保険のしくみとして給付される。

４　ａやｂの給付を含め，四つの柱を行うための財源は，すべて税金である。

問３　資料３は，日本で７段階に分かれる課税のしくみである。これについての説明とし

て誤って述べたものはどれか。

１　直接税である所得税に適用されている。

２　課税所得が300万円の人の場合，課税は20万円を超える。

３　この課税制度は，所得の再分配効果をもつ。

４　所得の多い人ほど，税の負担率が高くなる逆進性をもつ。

問４　文中の（　　）には「仕事と生活の調和」という意味の語句が入る。カタカナで答

えよ。

問５　文中の下線部のメリットや効果を考えた場合，適当でないものはどれか。

１　女性は出産を機に退職して家事や育児に専念でき，生活にゆとりが生まれる。

２　企業の取り組みは強力なＰＲとなり，優秀な人材の確保が可能となる。

３　長時間労働やストレスからの病気や過労死を防ぎ，仕事への勤労意欲を高める。

４　地域社会への奉仕や貢献などの活動機会が増え，地域のつながりを深める。

　女性の社会進出や少子高齢化などを背景に，働く人々の意識が「仕事と家庭」「仕事と生

活」へと広がりをみせ，性別や年齢などにかかわらず，自分らしい働き方をしたいと希望

する人は多くいます。仕事と家庭・地域生活の両立，つまり（　　）を実現することが求

められているのです。
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