
2022（令和4）年度　入学試験問題

東大・医進クラス　2月1日　AM

社 会
注　　　意

受験番号

座席番号

⑴ 指示があるまで表紙を開かないこと。

⑵ 問題および解答用紙の両方に受験番号・座席番号を記入すること。

⑶ 声を出して読まないこと。

⑷ 解答は解答用紙の所定の欄に記入すること。
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1　太郎君は，中学校のグループ学習で，日本を北海道，東北，関東，中部，
近畿，中国，四国，九州の八つの地方に分け，そのうちの五つの地方について，
以下の文章にまとめました。これらの文章を読んで，後の問いに答えなさい。

Ａ地方
・流域面積が日本一の（　①　）川は，日本でいちばん面積の大きな平野を南東
方向に流れ，下流には水郷とよばれる低湿地が広がります。
・この地方で人口が集中している大都市の中心部では，②ヒートアイランド現象が
みられ，都市問題の一つに数えられています。

Ｂ地方
・中央部には，③この地方でもっとも標高の高い山が位置し，一帯は日本でいちば
ん面積の大きい国立公園に指定されています。
・北東部には，海水と淡水が入り混じった湖として日本で最大面積の湖が位置
し，ほたて貝の④養殖がさかんです。

Ｃ地方
・この地方でいちばん長い川が注ぐ（　⑤　）海の沿岸では，のりの養殖がさか
んです。また，ムツゴロウの生息地としても知られています。
・すぎの原生林が山地の中腹一帯に広がる島には，この地方でもっとも標高の高
い山があります。この島は，1993年12月に世界自然遺産に登録されています。

Ｄ地方
・日本三名園の一つがある（　⑥　）県では，ももやマスカットの栽培がさかん
です。また，この県南部の都市には，川沿いに白壁の蔵屋敷などがならぶ地区
があり，多くの観光客が訪れます。
・西部には，⑦カルスト地形で知られる台地が広がり，その地下には多くの鍾乳洞
ができています。
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Ｅ地方
・紀伊水道に注ぐ二つの川の流域では，傾斜地を利用した（　⑧　）の栽培がさ
かんで，この二つの川が流れる県での生産量は全国1位（2019年）です。
・西部には，この地方でいちばん面積の大きい島が位置し，1995年1月には，この
島の近くを震源とするマグニチュード7をこえる大地震が発生し，大きな被害を
受けました。

問１　（　①　）にあてはまる名前を漢字で答えなさい。

問２　下線部②について，この現象を，以下の語句を使って解答欄からはみ出ない
ように説明しなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　気温　　周辺　

問３　下線部③について，この山の名前を次のア～エから一つ選び，記号で答えな
さい。

　　ア　石鎚山　　　イ　阿蘇山　　　ウ　鳥海山　　　エ　大雪山（旭岳）

問４　下線部④について，養殖されている水産物と，その養殖がさかんな都道府県
の組み合わせとしてまちがっているものを，次のア～エから一つ選び，記号で
答えなさい。

　　ア　かき－広島県・宮城県　　　イ　うなぎ－茨城県・滋賀県
　　ウ　真珠－愛媛県・三重県　　　エ　こんぶ－北海道・岩手県

問５　（　⑤　）にあてはまる名前を漢字で答えなさい。

問６　（　⑥　）にあてはまる名前を漢字で答えなさい。
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問７　下線部⑦について，この地形の説明として正しいものを，次のア～エから一
つ選び，記号で答えなさい。

　　ア　石灰岩が雨水などによって溶かされてできた地形
　　イ　火山の活動によってできた大きなくぼんだ地形
　　ウ　川の河口付近に細かい土砂が積もってできた低くて平らな地形
　　エ　川が山地から平地に出るところに土砂が積もってできた地形

問８　（　⑧　）にあてはまる農作物を次のア～エから一つ選び，記号で答えな
さい。
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問９　以下の表は，京浜，中京，阪神，北九州の四つの工業地帯における製造品ご
との出荷額の割合と製造品出荷額（2018年）を示したものです。Ａ地方にある
工業地帯にあてはまるものを，次のア～エから一つ選び，記号で答えなさい。

（『日本国勢図会』2021/22年版より作成）
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ア

イ

ウ

エ

金属

20.9％

 8.9％

16.5％

 9.6％

機械

37.7％

49.3％

46.3％

69.1％

化学

16.8％

18.0％

 6.1％

 6.4％

食料品

10.9％

10.9％

16.9％

 4.6％

せんい

1.3％

0.4％

 0.6％

 0.7％

その他

12.4％

12.5％

13.6％

 9.6％

製造品出荷額

34兆5443億円

 26兆4195億円

 10兆3019億円

 60兆2425億円



問10　日本列島をあ～くの八つの地方に分けた以下の地図を見て，Ｃ地方とＥ地方
の位置の組み合わせとして正しいものを，次のア～カから一つ選び，記号で答
えなさい。
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　　ア　Ｃ地方＝き　　　Ｅ地方＝う
　　イ　Ｃ地方＝あ　　　Ｅ地方＝え
　　ウ　Ｃ地方＝う　　　Ｅ地方＝き
　　エ　Ｃ地方＝い　　　Ｅ地方＝か
　　オ　Ｃ地方＝え　　　Ｅ地方＝い
　　カ　Ｃ地方＝く　　　Ｅ地方＝お
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2　以下の文章を読んで，後の問いに答えなさい。

　東京から飛行機で約3時間。日本の南に位置する沖縄は，今年，日本に復帰してか
ら50年をむかえます。日本の本土とは異なる歴史を歩んできた沖縄について，あら
ためて考えてみることにしましょう。
　沖縄に人が住みはじめたのは3万年ぐらい前と考えられています。その後，11～12
世紀ごろまで，本土の縄文文化の影響を受けながら，海の資源を生活の糧とする文
化をはぐくみました。この時代は，人々が生活したあとから貝塚が多く見つかるた
め，①貝塚時代とよんでいます。
　②12世紀ごろにあらたに農耕が広まると，③集落どうしの争いがみられるようにな
りました。争いを通じて各地に按司とよばれる実力者があらわれ，石垣をそなえた
グスク（城）が築かれるようになりました。やがて，その按司たちの勢力争いの
結果， 北山・中山・南山という三つの勢力が力をもちましたが，1429年に中山の王
だった尚巴志がこれを統一し，④琉球王国を建国しました。歴代の琉球国王は，中国
皇帝に国王の地位を認めてもらうために，定期的に貢ぎ物を差し出しました。そし
て，中国皇帝の権威をかりながら，⑤東アジアや東南アジアの国々と交易をおこない
ました。
　その後，17世紀はじめに，江戸幕府の許可をえた薩摩の島津氏によって琉球王国
は征服されました。これによって，⑥江戸幕府の影響下におかれた琉球は，幕府の将
軍や琉球国王の代がわりの際に江戸へ使節を送ることが義務づけられました。一方
で中国との関係も維持させられ，琉球は日本と中国の両方にしたがうことになりま
した。19世紀に入ると，⑦その他の国々も琉球と関わりをもとうとしたため，その
対応にもおわれることになりました。
　江戸幕府がたおれ，明治新政府が誕生すると，日本と琉球の関係は大きく変わり
ました。1879年には，⑧日本は軍隊の力をつかって，琉球を沖縄県とあらためて，
日本の領土に組みこみました。こうした日本の対応に中国は反対しましたが，日清
戦争で中国が敗れたため，事実上，日本の領土となることが確定しました。
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　その後，日本がさまざまな戦争を経験すると，沖縄もその影響を受けました。日
露戦争の時からは，沖縄の人々も兵士として戦場に送られるようになりました。第
一次世界大戦後におきた不景気では，毒をふくむソテツの実や幹を食べて飢えをし
のぐほどの悲惨な状況になり，「ソテツ地獄」といわれました。そして，1941年に
はじまった⑨太平洋戦争では，沖縄で日米両軍の激しい戦闘がおこなわれ，20万人
以上の戦死者が出ました。これが戦争中に最大の地上戦となった沖縄戦です。
　戦後，沖縄はアメリカによって治められ，広大な基地が建設されました。⑩沖縄が
日本に復帰したのは，戦後27年たった1972年のことでした。しかし，沖縄の米軍基
地はそのまま残され，飛行機などの事故や兵士による事件がたびたび発生するな
ど，今でも県民の生活に大きな影響を与え続けています。

問１　下線部①について，この時代の沖縄の人々の生活はどのようなものだと考え
られますか。これを説明した以下の文Ａ～Ｄについて，正しいものの組み合わ
せを次のア～エから一つ選び，記号で答えなさい。

Ａ　食べ物を調理・保管するために，土器を使っていました。
Ｂ　食べ物を収穫するために，石包丁を使っていました。
Ｃ　土を高く盛り上げて，斜面にふき石をならべた古墳をつくっていました。
Ｄ　地面をほり下げて柱を立て，その上に屋根をかけた竪穴住居で暮らしてい
ました。

　　ア　Ａ・Ｃ　　　　イ　Ａ・Ｄ　　　　ウ　Ｂ・Ｃ　　　　エ　Ｂ・Ｄ
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問２　下線部②に関連して，12世紀ごろの日本のようすを説明した文として正しい
ものを，次のア～エから一つ選び，記号で答えなさい。
　　
ア　桓武天皇が平安京に都をうつし，新しい都で政治を立て直そうとしました。
イ　関東地方で平将門が，西日本で藤原純友が朝廷に対して反乱をおこしました。
ウ　平清盛が太政大臣になり，武士としてはじめて政治の実権をにぎりました。
エ　後醍醐天皇が天皇中心の政治（建武の新政）をはじめました。

問３　下線部③について，なぜ農耕の広まりが，集落どうしの争いをもたらしたの
でしょうか。その理由として考えられることを一つ，解答欄からはみ出ないよ
うに答えなさい。

問４　下線部④について，琉球王国の国王がたてた建物をしめす写真としてふさわ
しいものを，次のア～エから一つ選び，記号で答えなさい。

ア イ

ウ エ
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問５　下線部⑤に関連して，琉球と各国の交易のようすは，15世紀中ごろにつくら
れた「万国津梁の鐘」にきざまれています。そこには，「琉球は船を通わせて
交易をおこない，世界のかけ橋となっている」とあります。この交易におい
て，琉球はどのような役割をはたしていましたか。下の図を参考にして，解答
欄からはみ出ないように説明しなさい。

《琉球と各国の交易のようす》

問６　下線部⑥について，江戸幕府と琉球の関わりを説明した以下の文Ａ～Ｃを，
古いものから時代順に正しくならべたものを次のア～カから一つ選び，記号で
答えなさい。

Ａ　徳川家光が京都の二条城に琉球国王の王子をよびよせ，将軍の権力を見せ
つけました。
Ｂ　捕えられた琉球国王が駿府で徳川家康に，続いて江戸で徳川秀忠に会いました。
Ｃ　徳川吉宗が将軍に就任したことを祝うために，琉球から使節が派遣されました。

　　ア　Ａ－Ｂ－Ｃ　　　イ　Ａ－Ｃ－Ｂ　　　ウ　Ｂ－Ａ－Ｃ
　　エ　Ｂ－Ｃ－Ａ　　　オ　Ｃ－Ａ－Ｂ　　　カ　Ｃ－Ｂ－Ａ

ばんこくしんりょう かね

すんぷとら

はけん
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問７　下線部⑦に関連して，下の資料は琉球をおとずれたこともある，ある人物の
遠征記録の一部です。この記録の内容を参考にして，記録中の　　X　　にあて
はまる人物の名前を答えなさい。

問８　下線部⑧に関連して，日本は沖縄を領土に組みこんでいく中で，本土の制度
を取り入れていきました。このことを説明した文としてまちがっているもの
を，次のア～エから一つ選び，記号で答えなさい。

　
ア　徴兵令を出して，沖縄の人々に国民の義務である兵役を負わせることによ
って，日本国民としての意識を広めようとしました。
イ　沖縄の商人たちに同業者ごとに株仲間をつくらせ，営業の独占を認めるか
わりに，営業税を納めさせるようにしました。
ウ　沖縄の土地所有者に，土地の価格に応じた税（地租）を現金で納めさせる
ようにしました。
エ　衆議院議員選挙法を改正し，制限はあるものの，沖縄県民も国政に参加で
きるようにしました。

　　X　　提督は日本政府に，アメリカ船のために五つの港が開かれることを期待
すると通告した。一つ目は浦賀か鹿児島，二つ目は蝦夷の松前，三つ目は琉球の
那覇港である。残りの2港の話し合いについては，あとでおこなうことにする。
……それに対して，日本政府は，松前と琉球は遠く離れた領地であるため受け入
れられないとして，下田の港を提案してきた。

　　X　　提督にはまだやらなければならない大事な仕事が一つ残っていた。それ
は，アメリカ政府と琉球政府との間に条約を結ぶことだった。……琉球の人々
は，日本でのいきさつを十分に承知しており，ごまかすことはしなかった。……
あいさつがかわされたあと，英語と中国語で作られた条文が読み上げられ，その
文書に　　X　　提督と琉球の役人がサインをした。

ていとく

お

おさ
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問９　下線部⑨について，太平洋戦争中のおもな出来事を説明した以下の文Ａ～Ｃ
を，古いものから順番に正しくならべたものを次のア～カから一つ選び，記号
で答えなさい。

　　
Ａ　広島と長崎に原子爆弾が投下され，大勢の人々が熱線や猛烈な爆風，大量
の放射線によって命を落としました。
Ｂ　沖縄本島にアメリカ軍が上陸し，多くの民間人も激しい地上戦で命を落と
しました。
Ｃ　東京大空襲により，一夜で10万人以上の人々が犠牲になり，100万人以上の
人々が家を失いました。

　
　　ア　Ａ－Ｂ－Ｃ　　　イ　Ａ－Ｃ－Ｂ　　　ウ　Ｂ－Ａ－Ｃ
　　エ　Ｂ－Ｃ－Ａ　　　オ　Ｃ－Ａ－Ｂ　　　カ　Ｃ－Ｂ－Ａ

問10　下線部⑩に関連して，戦後の沖縄について説明した以下の文Ａ・Ｂについ
て，その正誤（正しい，誤っている）の組み合わせとして正しいものを，次の
ア～エから一つ選び，記号で答えなさい。

　　
Ａ　冷戦中，沖縄の米軍基地は，ソ連を中心とする資本主義諸国に対抗するた
めに，必要だと考えられていました。
Ｂ　沖縄の人々の強い願いを受けて，吉田茂首相はアメリカと沖縄返還協定を
結び，沖縄の本土復帰が実現しました。

　　ア　Ａ　正しい　　　Ｂ　正しい　　イ　Ａ　正しい　　　Ｂ　誤っている
　　ウ　Ａ　誤っている　Ｂ　正しい　　エ　Ａ　誤っている　Ｂ　誤っている
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3　以下の文章を読んで，後の問いに答えなさい。

　テレビのニュースで一番登場する人は誰だと思いますか。実際に調べたわけでは
ありませんが，内閣総理大臣（以下，首相と呼びます）ではないでしょうか。首相
は，政治を担当する内閣の長としてさまざまなことに関わっているのです。今回
は，その首相と内閣について簡単に紹介します。
　まず，首相になるには国会議員になる必要があります。なぜなら首相は，国会議
員の中から国会の指名にもとづき①天皇が任命することになっているからです。実際
には国会の中で多数派の政党のリーダーとなったり，ときには，ほかの政党の支持
を得たりする必要が出てきます。とても大変なことですね。②日本国憲法には，首相
になれる年齢や任期についての直接の規定はありませんが，関連する法律などの内
容から，年齢は最低でも（　③　）歳以上と考えられます。
　首相に選ばれると，国務大臣を任命し，内閣を組織します（これを組閣といいま
す）。内閣は国会が議決した④予算にもとづき政治をおこないます。予算はふつう毎
年はじめて開かれる国会で決まりますが，場合によっては年度の途中で修正される
こともあります。はじめに決められる予算を当初予算というのに対して，修正され
た予算は補正予算といいます。また，首相は内閣を代表して，⑤自衛隊の最高指揮権
を持っていますし，他国とさまざまな交渉をすることもあります。このように首相
は，内閣の長として国内外のさまざまなことに関わることになりますので，ニュー
スによく出てくるのですね。

問１　下線部①は，天皇の国事行為の一つですが，国事行為としてまちがっている
ものを次のア～エから一つ選び，記号で答えなさい。

ア　最高裁判所長官を任命する。
イ　条約を締結する。
ウ　国会を召集する。
エ　衆議院を解散する。
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問２　下線部②に関連して，日本国憲法ではさまざまな人権が保障されています。
これらの人権について説明した文として明らかにまちがっているものを次の
ア～エから一つ選び，記号で答えなさい。

ア　人権は，天皇からあたえられた権利で，法律による制限が可能です。
イ　人権は，広く社会のために役立つように利用しなければなりません。
ウ　集会・結社・表現の自由は，精神の自由に分類されます。
エ　人権は，不断の努力によって守っていかなければいけません。

問３　（　③　）にあてはまる数字を答えなさい。

問４　下線部④に関する文として正しいものを，次のア～エから一つ選び記号で答
えなさい。

ア　近年，国債発行をやめたため，国債残高は毎年減少しています。
イ　東日本大震災以降は，公共事業が増えたため，赤字国債より建設国債の発
行額のほうが多いです。
ウ　歳入は，国債などの借金と租税による収入を合わせた額にほぼ等しくなり
ます。
エ　近年，歳出に占める額がもっとも多い項目は地方交付税交付金です。

問５　下線部⑤に関連して，自衛隊は国連がおこなう世界平和を維持するための活
動に参加していますが，その活動を何といいますか。アルファベット3字で答え
なさい。

ふだん

こくさい

さいにゅう

さいしゅつ し

い じ

そぜい

だいしんさい
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