
社　会
（40分　満点：75点）

１．指示があるまで開いてはいけません。

２．答えはすべて解答用紙に記入しなさい。

３．�解答に際して、用語・人物名・地名・国名などについて漢字で書く

べき所は漢字で答えなさい。

４．用具の貸し借りは禁止します。

５．指示があるまで席をはなれてはいけません。

６．質問があれば、だまって手をあげて監督者を呼びなさい。

７．�試験が終わったら、解答用紙だけ提出しなさい。問題は持ち帰って

もかまいません。

注　　意
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� � 次の文章を読み、下の問いに答えなさい。

かずま君は、夏休みの自由研究で利根川について調べ、以下のようなレポートに

まとめました。

インターネットで利根川について調べました。国土交通省関東地方整備局利根川

上流河川事務所のホームページには、「利根川の紹介」として、いくつかのテーマ

に沿って説明がありました。まず、それをまとめてみました。

利根川の名称が初めて文献に見えるのは『万葉集』です。利根川は、別名

「（　１　）太郎」と呼ばれています。古くは（　２　）国の足柄山・箱根山以東を

（　１　）と呼んでいました。そして、利根川は（　１　）随一の大河川であることか

ら、転じて「（　１　）太郎」と呼ばれるようになりました。これにならい、九州の

（　３　）川が「筑紫次郎」、四国のａ吉野川が「四国三郎」と呼ばれるようになり

ました。また、利根川は①日本一の流域面積を誇ります。その流域面積は１都５県

の16,840㎢に及びます。利根川の水源は、新潟県と群馬県の県境にある大水上山（標

高1,831ｍ）にあります。大小の河川が合流しながら、関東平野をｂ（　　）から（　　）

へ貫き、千葉県の（　４　）市で太平洋へと注いでいます（分かりやすくするため、

利根川の流路を図にしてみました）。

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｄ

Ｆ

利根川

支流

新幹線

主要な
高速道路

県庁所在都市

Ｅ

1
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調べているうちに、2019年10月に利根川中流域が氾
はん

濫
らん

危険水位に到達したという

映像を見つけました。日本は、毎年のように水害にみまわれてきました。そこで次

は大きな被害が出た利根川の水害について調べました。

1947年９月、カスリーン台風が関東地方に戦後最大の被害をもたらしました。

②カスリーン台風の記録的な豪雨によって、現在の埼玉県加須市（図中の　印）の

利根川の堤防が決壊し、濁流が江戸川・中川沿いの地域を襲いました。結果的にカ

スリーン台風は、利根川周辺の１都５県で死者1,100人、家屋流出・倒壊が5,736戸

という非常に大きな被害をもたらしました。

今、利根川の流域に住んでいる人の数は、この当時よりはるかに多くなっていま

す。調べてみると、そのような③被害が出ないように様々な工夫が行われているこ

とが分かりました。

問１　文中の（　１　）～（　４　）に入る適切な語句をそれぞれ答えなさい。

問２　下線部ａについて、この川から分水される香川用水の恩恵を大きく受けて

いる平野の名称を答えなさい。

問３　下線部ｂについて、図を参考にしながら（　　）内に入る適切な方位をそれ

ぞれ８方位で答えなさい。

問４　図中Ａの都市の名称を答えなさい。

問５　図中Ｂの地形は、周辺の土地より標高が高く、テーブル状となっています。

このような地形の一般的な名称を答えなさい。
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問６　次のページの地形図は図中Ｃの地点のものです。この地形図を説明した以

下の文について、正しければ〇、誤っていれば×、で答えなさい。

①　芙蓉邸街は、南に向いた斜面地に造成されている。造成地の高い所と低

い所の標高差は約20ｍである。

②　新川の集落は、その周囲に堤防が築かれた輪中となっている。このよう

に家を洪水から守るための工夫が随所にみられる。

③　排水機という集落付近の堤防は、周囲の土地より約９ｍも高く築かれて

いる。洪水に対する備えがなされていることが分かる。
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（原寸より115％拡大しています）
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問７　図中Ｄの地域は、古くから水害にみまわれてきました。このような水害が

多い地域に暮らす人々は家を建てる際、さまざまな洪水対策をとってきまし

た。以下のイラストを参考にしながら、一般的な洪水対策として適切なもの

を次の中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア　道路と家の敷地の高さに着目すると、道路より高い所に家を建てている

ことが分かる。このように少しでも標高の高い所に住む対策。

イ　家の塀に着目すると、穴があいている所が確認できる。このように浸水

したときに排水するため塀に穴をあける対策。

ウ　家の屋根に着目すると、瓦ぶきとなっている。このような屋根の瓦を石

灰と粘土を混ぜた漆
しっ

喰
くい

でとめる対策。

エ　家の窓に着目すると、庭に面する１階部分の窓が大きいことが分かる。

このような大きな窓に特殊なガラスを用いた二重窓を使用する対策。
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問８　図中Ｅの高速道路が通過する都道府県の説明として適切なものを次の中か

ら１つ選び、記号で答えなさい。

ア　この県の盆地には、交通の便が良くなったことから、自動車の組み立て

工場やその関連の工場を中心とした機械工業が相次いで立地した。

イ　この県の沿岸部はリアス海岸となっている。この特性を生かして、ここ

50年間で多くの原子力発電所が建設された。

ウ　この県には、貝の養殖がさかんに行われている湾が存在する。そしてこ

の地は、真珠の養殖に世界で初めて成功したことで知られる。

エ　県全域が豪雪地帯のため、数々の伝統的工芸品やその技術を生かした洋

食器生産などの地場産業が発展した。

問９　図中Ｆの都市には２つの新幹線の分岐点となる駅が位置しています。この

駅から「下り」方面の新幹線に乗った場合に行くことが出来る都市として適

切なものを次の中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア　山形市　　イ　新潟市　　ウ　さいたま市　　エ　盛岡市
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問10　下線部①について、利根川の流域面積に含まれる県の説明として適切でな

いものを次の中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア　この県には、貿易額（2019年）が日本一の空港が存在する。そのほか、花

や落花生などの生産が有名で、これらの作物は大都市をはじめ、全国に出

荷されている。

イ　この県は、こんにゃくいもの生産量が日本一（2015年）となっている。ま

た県東部には、自動車産業の企業城下町や絹織物で栄えた都市など全国的

にも有名な工業都市が存在する。

ウ　この県は、農業ではいちごやかんぴょうの生産で有名である。また県西

部には、世界遺産に登録された寺社を有する国際的な観光都市が存在する。

エ　この県の南部は、輪中地帯で治水工事が進められてきた。またその地域

を流れる川の中流部は、鵜
うかい

飼が有名で見物のために多くの観光客が訪れて

いる。

問11　下線部②について、この決壊によって東京23区内でも被害が出ました。そ

の被害地域に含まれると考えられる区を次の中から１つ選び、記号で答えな

さい。

ア　豊島区　　イ　港区　　ウ　葛飾区　　エ　世田谷区
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問12　下線部③に関連して、災害対策として適切でないものを次の中から１つ選

び、記号で答えなさい。

ア　土砂と水が一体となり一気に谷や斜面を下る現象である土石流が起きや

すい所に砂防ダムを設置した。

イ　洪水時に河川の本流から支流へ濁流が逆流してこないように、支流と本

流の合流部に可動式の水門を設置した。

ウ　東京やその周辺に住む多くの人が洪水の被害にあわないように、地下に

水をためる施設である「首都圏外郭放水路」を建設した。

エ　地震や水害時の避難場所として、交通の便がよい橋のそばや堤防のすぐ

近くにある公民館を指定した。
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� � 次の文章を読み、下の問いに答えなさい。

歴史を学ぶとき、私たちは過去のあらゆる手がかりを駆使して事実に迫っていこ

うとします。一般的には文字が記された史料をもとに過去の事柄を探ることが多い

のですが、その史料は紙に記された古
こ

文
もん

書
じょ

に限らず、Ａ様々な材質に記されたもの

が残っています。また文字史料以外の手がかりも活用しています。特にＢ文字が日

本になかった時代には、出土する遺物から考察してみたり、後年に記録されたＣ言

い伝えや伝説などを参考にしたりすることもあります。

記録が多く残される時代以降でも、出土物や言い伝えが記録史料の内容を裏付け

ることも、記録に残っていない事柄を明らかにすることもたくさんあります。また

①絵画も描き手のメッセージを読み取ることで重要な事実に気づけることがありま

す。

ここで言い伝えや証言、それらをまとめた記録をみてみましょう（文章は現代語

に直したところがあります）。

【記録Ⅰ】

（この島の）住民は色が白く、文化的で、物質に恵まれている。偶像を崇拝し、

どこにも属せず、独立している。 ② は無尽蔵にあるが、国王は輸出を禁じ

ている。しかも大陸から非常に遠いので、商人もこの国をあまりおとずれず、そ

のため ② が想像できぬほど豊富なのだ。

� （13世紀末イタリアで口述筆記され、のち出版された書籍）

【記録Ⅱ】

正長元年より以後は、神戸四か郷には負債はありません。

� （1428年、現奈良市柳生町の疱瘡地蔵に刻まれた文字）

2
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【記録Ⅲ】

３月３日朝、食事の後２階で片付などをしていましたら、窓の下が騒がしいの

で障子を開けてみました。そうすると、20人位の人が右へ左へと走りまわり、「こ

れは何だ」と見ているうちに２～３人も斬り殺されて、（行列の）駕
か

籠
ご

を守る人た

ちが斬り合いをしていました。大柄の男、中背の男一人が駕籠に向けて斬りかか

り、短筒（短銃）をドンと発砲しました。

� （1860年、現千代田区霞が関付近での出来事の証言）

【記録Ⅳ】

高き住居は　児孫の和楽　想へ
え

惨禍の　大津浪

此
こ

処
こ

より下に　家を建てるな

� （岩手県宮古市に残る石碑の碑文）

【記録Ⅴ】

［ａ�さんの証言］　巣鴨の方を見ていました。そうしたら巣鴨の駅の向こうにま

ず一発落ちたそうです。そこに火の手が上がると、そこから順番に

③ をこちらに向かって一直線に ④ が落ちてきたそうです。

［ｂ�さんの証言］　４月13日は警報が出る前に巣鴨の方はもう火の海でした。私

の家は旧 ③ に面していますから巣鴨の方から大勢の人が目の前を逃

げていきます。もうこれは駄目だと思って私と母と姉と三人で大日山に逃

げました。（明治通りに出ると）消防自動車がやってきました。「何で火を消

さないのだ」というと、「ガソリンに火が付くから逃げるんだ」、と言うこ

とで何の役にも立ちませんでした。

［ｃ�さんの証言］　遠くで飛行機の音が聞こえたのですが、…ちょうど庚申塚か

らとげぬき地蔵の方めがけて一直線に ④ が落ちまして燃え上がりま

した。見事と言っては不謹慎ですが、火炎が線になって走ると申しますか、

巣鴨の郵便局かお地蔵様の辺りまで一気に燃え広がりました。ほとんど同

時に小石川の方や池袋にも火の手が上がりましたので、これはもう駄目だ

と思いまして逃げ出しました。

� （1945年４月13日、現豊島区巣鴨での出来事に関する証言）
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人々の証言を集めて過去を知る手がかりとしていくことは近年さかんになりつつ

あります。これをオーラルヒストリーといいます。昔のことを知る人々にインタ

ビューをして、様々な記憶を証言してもらい、それを記録・保存していくという方

法です。例えば、⑤戦争体験をもつ高齢者の方や大きな災害を経験した方々から話

を聞いて、当時の様子を記録していくことがよく知られています。これらの内容は

記録でも裏付けができるように思いがちですが、記録が焼失していたり残っていな

いことも多く、その意味でもこれらの証言は大変重要です。もちろん記憶違いも起

こりえますが、古文書などと同様に間違いを冷静に見極めて事実に迫っていけば、

とても有用な史料となります。

みなさんの身近にも、地域の歴史に詳しい方や、貴重な体験を記憶している方が

いらっしゃると思います。昔の話をたくさん聞いて、私たちの知識とし、人類の教

訓として語り伝えていくことも、若い皆さんにできる歴史研究になると思います。

問１　下線部Ａについて、文字は紙だけでなく、様々な素材に記されています。

以下の史料を古い順番に並べたとき、２番目になる史料はどれですか。次の

中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア エウイ

　
　
　
　
　「国
家
安
康
」

「
君
臣
豊
楽
」
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問２　下線部Ｂについて、日本に文字がなかった時代の遺物として適切でないも

のを次の中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア エウイ

問３　下線部Ｃについて、奈良時代のはじめに編集された記録で、諸国に残る伝

説や言い伝え、産物・地名などを収録している書物を何といいますか。次の

中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア　古事記　　　イ　日本書紀　　　ウ　風土記　　　エ　万葉集

問４　問３の正解の書物に記されている伝説のうち、島根県に残る伝説として適

切なものはどれですか。次の中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア　はごろも伝説　　　　　　　イ　ヤマタノオロチ伝説

ウ　カッパ伝説　　　　　　　　エ　金太郎伝説　

問５　【記録Ⅰ】の記された時期に最も近い出来事を次の中から１つ選び、記号

で答えなさい。

ア　守護と地頭が設置されて、武家政権の基盤が作られた。

イ　承久の乱が起き、鎌倉幕府の朝廷への権限が大きくなった。

ウ　元軍が日本に二度襲来し、社会に大きな混乱を及ぼした。

エ　足利義満によって、南北朝が合一された。
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問６　【記録Ⅱ】は「徳政」を求めた民衆が債務破棄を勝ち取ったことを書き残

したものです。元来「徳政」とは支配者が民衆に仁徳ある政治を行うことで

すが、歴史上の「徳政」に関連した出来事として誤っているものを次の中か

ら１つ選び、記号で答えなさい。

ア　1297年、鎌倉幕府は民衆の救済のために永仁の徳政令を発布した。

イ　室町将軍足利義教が暗殺されると、新将軍の就任にあたり、京都の人々

が代始めの徳政を要求した。

ウ　この碑文に刻まれた出来事が起きたとき、「民衆の蜂起は日本始まって

以来のことだ」と評された。

エ　室町時代の徳政令には、支配者が民衆の要求によって発令することもみ

られた。

問７　【記録Ⅳ】は、明治と昭和の２回にわたり地震による大津波の被害にあっ

た宮古市の人々が残した碑文です。この石碑よりも低い場所に家を建てては

いけない、つまり住んではいけないと諭
さと

しています。東日本大震災の際には、

そのお蔭で多くの人々が助かりました。明治・昭和の大津波とは、それぞれ

1896年と1933年の三陸地震によるものです。この２つの出来事は、以下の年

代順に並んだ表のうちどの部分に入りますか。それぞれ記号で答えなさい。

大日本帝国憲法発布

（あ）

下関条約

（い）

治安警察法公布

（う）

ポーツマス条約

（え）

大逆事件

（お）

関東大震災

（か）

日ソ基本条約

（き）

五・一五事件

（く）

二・二六事件

（け）

日独伊三国軍事同盟調印

（こ）

明治三陸地震 昭和三陸地震
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問８　【記録Ⅴ】は、本郷中学校の近所である巣鴨が東京大空襲にみまわれた時

の様子を地元の人々が証言したものです。東京をはじめ日本本土の空襲が始

まったのは、戦争中のある出来事が大きく関わっています。それは何ですか。

最も関係が深いものを次の中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア　サイパン島陥落　　　　　　　イ　ミッドウェー海戦

ウ　ポツダム宣言　　　　　　　　エ　沖縄への米軍上陸

問９　下線部Ｃについて、柳田国男は民俗学という分野を創始し、はじめて言い

伝えや伝説を学問的な対象としました。地域の伝説や信仰・習慣を調査・研

究し、天狗や座敷わらしなどの話を収めた『遠野物語』は特に有名です。こ

の遠野地方は何県にありますか。県名を答えなさい。なお、この県出身の宮

沢賢治は、座敷わらしを童話に仕立てて発表しています。

問10　下線部①について、絵画史料には、人物の生涯や言い伝えを描いたものが

少なくありません。その代表例の１つである『北野天神縁起絵巻』は誰につ

いて記したものですか。その人物名を答えなさい。

問11　【記録Ⅰ】は、中国の元に滞在した人物による証言です。この人物名を答

えなさい。

問12　文中の ② に入るものは、日本の各時代において、陸奥・甲斐・佐渡・

伊豆などの諸国から産出されるものが特に有名でした。それは何か答えなさ

い。

問13　【記録Ⅲ】について、この出来事（事件）の名称を答えなさい。

問14　文中の ③ には、江戸時代に整備された五街道の１つが入ります。江

戸日本橋を出発して板橋を経て京都に至るこの街道を何といいますか。名称

を答えなさい。
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問15　文中の ④ は、東京大空襲で米軍の爆撃機が投下したもので、木造の

日本家屋を火で焼き尽くすことを目的にした爆弾でした。 ④ にあては

まる爆弾の名称を平仮名で答えなさい。

問16　下線部⑤について、証言は時の経過とともに風化しやすいことが短所とい

えます。そのため、証言を記録して保存する試みが進められています。その

際、現在のメディア機器を用いてどのような方法で残していくのが最も良い

方法だと考えられますか。また、その理由は何ですか。次の中から１つずつ

選び、記号で答えなさい。

≪保存方法≫

ア　証言を録画した映像で保存する。

イ　証言を録音した音声で保存する。

ウ　証言を書き取って文字記録で保存する。

≪理由≫

ア　証言を筆記して文字化しておけば、後年本として出版できるから。

イ　言葉と共に顔の表情やしぐさなど証言者の様子も記録できるから。

ウ　音声を編集して必要な証言だけを保存しておくと活用しやすくなるから。
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� � 次の図は、太郎君のある日の日記です。これを見て、下の問いに答えなさい。

2020 年（Ｘ）月（ Y�）日　日曜日

今日は憲法記念日で、授業も部活も休みだった。特に予定もなかったので、

家で「ALWAYS 三丁目の夕日」という映画を見ることにした。これは①1958

年の東京で暮らす人々を描いた映画だ。この頃はまだ②高度経済成長期の初

めの頃で、今と比べると物質的には豊かとはいえない時代だけれど、それで

も明るく前向きに生きる人々の姿に感動した。今はパソコンやスマートフォ

ンなど便利なものがたくさんあるけれど、心は豊かになっているのだろうか

と思った。調べてみたら、「続・三丁目の夕日」は③1959年を舞台にしてい

るらしい。明日も学校がまた休みだから、さっそく見ようかな。

映画を見た後は、運動不足を解消するために隣の④市にあるコンビニエン

スストアまでジョギングをして、そこ

で買い物をした。店内で肉まんを食べ

て、缶コーヒーも飲んできた。

レシートを左に貼っておいたけど、今

後買い物をしたときは何を買ったか記

録しておくことにした。そうしておけ

ば無駄遣いを減らせると思う。⑤お金

を大事に使って、貯金を増やしたい。

3

（消費税 10％対象額     ￥【Ａ】）
（消費税【B】% 対象額   ￥【？】）
【　　Ｃ　　 】還元     ￥19
お支払合計額　　　 ￥978

肉まん
缶コーヒー
菓子
ティッシュ
お茶
歯ブラシ
合計

￥133 イ
￥125 イ
￥289※
￥166
￥108※
￥176
￥997

2020年（Ｘ）月（Ｙ）日（日）17：17
○○ストア　△△店
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問１　下線部①について、この年の12月に完成した電波塔は、映画でも描かれま

した。その電波塔の名称を答えなさい。

問２　下線部②について、下の問いに答えなさい。

⑴　この時期には各家庭で「三種の神器」の普及が進んだと言われています

が、それに含まれないものを次の中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア　電気洗濯機　　イ　電気冷蔵庫　　ウ　白黒テレビ　　エ　自動車

⑵　この時期に実現したこととして適切なものを次の中から１つ選び、記号

で答えなさい。

ア　上野～浅草間で地下鉄が開通した。

イ　東名高速道路が開通した。

ウ　東京国際空港（羽田空港）が開港した。

エ　関西国際空港が開港した。

問３　下線部③について、この年に在日米軍基地の合憲性が争われた砂川事件の

第一審判決が出ていますが、その裁判が行われた場所として適切なものを次

の中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア　東京簡易裁判所　　　　イ　東京地方裁判所

ウ　東京高等裁判所　　　　エ　最高裁判所

問４　下線部④について、通常は都道府県が担う仕事の多くが移されている市で、

現在20市が該当する仕組みの名称として適切なものを次の中から１つ選び、

記号で答えなさい。

ア　一般市　　イ　中核市　　ウ　特例市　　エ　政令指定都市

令和３年度 本郷中学校 第１回 入学試験問題



（18）

問５　下線部⑤について、一般的にお金は紙幣と硬貨に分かれますが、我が国で

紙幣を発行している機関の名称を答えなさい。

問６　日記に貼られているレシートについて、下の問いに答えなさい。

⑴　「イ」という記号が見られますが、これがあらわしているものをカタカ

ナ５字で答えなさい。

⑵　「※」という記号が見られますが、これは（　　　　　）が適用されるこ

とを示しています。空欄にあてはまる語句を４字で答えなさい。

⑶　【Ａ】にあてはまる金額を数字で答えなさい。なお、金額は税込みです。

⑷　【Ｂ】にあてはまる数字を答えなさい。

⑸　【　　C　　】にはバーコードの読み取りやクレジットカードなどを利

用した支払い方法の名称が入りますが、その名称をカタカナ７字で答えな

さい。

問７　日記中の（Ｘ）と（Ｙ）にあてはまる数字を答えなさい。

問題はこのページで終了です。
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