
 

 

 

令和 3 年度過去問解説会 

第２回社会入試問題 
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 令和 3 年 10 月 31 日  



～はじめに～ 

 本日は、過去問解説にお越しいただきありがとうございます。 

この企画は、「中学入試を経験した我々が本郷中学校入学を目指している受

験生の皆さんに、本郷の過去問を解説して、受験のポイントを話そう‼」とい

う企画です。しかし、実際に皆さんの前ですべての問題の解説をしたいです

が、時間の関係上できませんので、本書を参考にして過去問の学習を進めてい

ただければと思います。 

 今回は社会第２回の解説をします。本郷の社会は記述もなく、ひねくれた問

題は少ないように思えます。そのため、どれだけ習ったことを正確に覚えてき

たのかが勝負のカギです。 

最後に私から、社会の勉強のコツを簡単に紹介しようと思います。 

① 塾に入っている人は、社会の先生の話を隅から隅まで聞いてしっかりと授

業を受ける。授業>家での勉強‼ 

② 覚えている内容の意味を考える。（例：なぜその出来事が起きたのかとか）

覚えている内容がつながっていくはず。 

③ 暗記は書いて口に出して覚える。見てるだけでは覚えられない‼ 

④ テスト形式の問題演習に慣れる。一問一答の勉強だけでは足りない。 

以上を参考にしつつ、社会の勉強に励んでください。少しでも皆さんのお役

になれれば幸いです。皆さんの健闘を祈っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１地理→高得点を目指せる問題‼ 

問 1 文中の（ ）にあてはまる地名や語句を答えなさい。 

A：A の県を断定する要素…「球根栽培」→チューリップ栽培？→有名なのは富山県だか

ら A の県は富山県。 

（1） 富山県の東部には険しい飛騨山脈が南北に走っている。 

（2） 富山県の北側にある湾→富山湾（日本海に面している） 

（3） 先述の通りチューリップ。 

Keyword→裏作（二毛作）…自分が主に作りたい作物の栽培時期の間で、同じ場所で別の

作物を作る事。 

B：B の県を断定する要素…大動脈の 2 つの高速道路が東西に走っている→東名高速道路

と新東名高速道路？また、東西に横切っているため、愛知ではなく静岡県だと断定でき

る。 

（4） 静岡県の北部には険しい赤石山脈が南北に走っている。 

（5） 先述の通り東名高速道路と新東名高速道路。（地図も一緒に check‼） 

高速道路名 区間 説明 

東北自動車道 川口（埼玉）～青森 日本最長の高速道路 

東名高速道路 東京～小牧（愛知） 日本の大動脈 

新東名高速道路 海老名（神奈川）～豊田（愛知） 東名高速のバイパス 

名神高速道路 小牧～神戸 日本で一番古い路線 

 

C：C の県を断定する要素…「太田川」、「県庁所在地は政令指定都市」→これに当てはま

るのは広島県だから C の県は広島県。 

（6） 広島県の北部にはなだらかな中国山地が東西に走っている。 

（7） 広島県の大都市は瀬戸内海の水運によって発達した。 

問 2 文中の【a】に当てはまる地形用語を答えなさい。 

→三角州…河川によって運ばれた土砂が下流部に積もって（堆積して）できた地形。 

問 3Ａ県（富山県）の県庁所在地を流れる河川を選びなさい。 

※問題として成立していないため全員に加点する。 

イ神通川（じんずうがわ）…富山県の県庁所在地である富山市を流れる川。イタイイタイ



病が流行。 

Keyword→イタイイタイ病…かつて神岡鉱山で発生したカドミウムによって起きた公害

病。四大公害病（水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく）の一つ。 

ア黒部川…富山県東部に流れる川。日本最大の黒部ダムがある。 

ウ常願寺川…神通川と黒部川の間を流れる川。（これも富山市を通っている） 

エ庄川…富山県西部を流れる川。白川郷、五箇山が流域にある。 

問 4 富山湾の特産物を選びなさい。 

正解：ウほたるいか…光る。ほたるいかといったら富山湾！ 

不正解：ア桜えび…静岡県駿河湾でのみ水揚げされる。 

    イ養殖かき…瀬戸内海沿岸（広島県）と宮城県仙台湾で有名。 

    エほたて貝…北海道サロマ湖、内浦湾、青森県陸奥湾で有名。 

問 5 静岡県を南流する河川のうち諏訪湖を源流とするものを選びなさい。 

正解：ア天竜川 

不正解：イ大井川…大井川の川越が有名。牧之原を通る。 

    ウ富士川…甲府市を通る。（二手に分かれる） 

☆静岡県の河川の位置関係は覚えておこう‼ 

問 6Ｂ県（静岡県）で生産量国内第 1 位の農産物を選びなさい。 

正解：エ茶…牧之原で盛ん。2020 年からは鹿児島県が 1 位。3 位三重県。 

不正解：アみかん…静岡県は 3 位。1 位和歌山県、2 位愛媛県。イレモン…1 位広島県、2

位愛媛県、3 位和歌山県。 

    ウセロリ…１位長野県、２位静岡県、３位福岡県。 

問７富士市の主要産業を選びなさい。 

→製紙・パルプ工業…愛媛県四国中央市、北海道苫小牧市など 

 楽器製造業…静岡県浜松市（YAMAHA…オートバイも） 

問８広島市の人口規模 

→イ 120 万人 

問 9 政令指定都市でないもの 

→ア金沢市 

見てほしい‼→中学受験：政令指定都市の覚え方…人口を知ってるだけで入試に有利！ | 

https://yuzupa.com/seireishiteitoshi/


かるび勉強部屋 (yuzupa.com) 

問 10 広島県の戦争遺産 

→原爆ドーム…1941 年～1945 年の太平洋戦争時、1945 年 8 月 6 日アメリカによって、

原爆が落とされた。 

9 日には長崎にも原爆が落とされた。 

 広島県の世界遺産にはもう 1 つ厳島神社がある。 

 

 

https://yuzupa.com/seireishiteitoshi/


【MEMO】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２歴史（日本の人口の推移についての文） 

問 1 出来事を古い年代順に並べたとき 2 番目に来るものを選びなさい。→年号をできるだ

け使わない‼ 

→ア白村江の戦い…唐（今の中国）と新羅（当時の朝鮮半島の一部）に滅ぼされた百済

（新羅と同様）を救うために、中大兄皇子は大軍を送った。しかし、倭の軍は大敗

し、百済を復興することができなかった。 

 イ壬申の乱…天智天皇（中大兄皇子）の死後、跡継ぎをめぐって、大海人皇子と大友皇

子が争った。結果、大海人皇子が勝利し天武天皇として即位した。 

 ウ富本銭の鋳造…藤原京のころに作られた日本最古の貨幣とされている。唐の貨幣を参

考にした。以後、708 年に「和同開珎」という貨幣が作られ、広く流通していく。 

 エ大化改新…中大兄皇子と中臣鎌足が当時大きな権力を握っていた蘇我氏（蘇我入鹿）

を倒して改革を進めた。 

↑③以降を見ましょう。 

これを年代順に並べたい... 

まず、アとイとエの並び順は考えられる。 

ア中大兄皇子は国の軍を動かせる大きな権力を持っていた。 

→中大兄皇子が大きな権力を持っている全盛期。 

イ中大兄皇子の死後のお話。→アの後。 

エ中大兄皇子が権力を持ったきっかけとなる出来事。 

→中大兄皇子の最初期。 

よって、順番は古い順にエ→ア→イだとわかる。 

 

ウの富本銭は内容だけでは年号を特定できないが、天武天皇の時（藤原京）に作られたこ

とを知っていれば解ける。イの後であるため、順番はエ→ア→イ→ウとなる。よって、2

番目はア。 

 

ちなみに…大化改新（645 年）→白村江の戦い（663 年）→壬申の乱（672 年）→富本銭

（683 年） 

問 211～12 世紀の説明として誤っているものを選びなさい。 

→注意‼□00 年は百の位以降をそのまま使う。 



    例：1600 年→16 世紀 2000 年→20 世紀 

正解：エ天慶（てんぎょう）の乱…平将門が関東で（935 年）、藤原純友が瀬戸内海で起こ

した（939 年）、朝廷への反乱の総称。武士の先駆け。ともに 10 世紀なため誤

り。 

不正解：ア藤原道長・頼道の摂関政治…1016 年（11 世紀）に藤原道長が摂政になってか

ら、その後 50 年以上にわたって摂政、関白の地位に。 

Keyword→摂政…女性や幼い天皇の代わりに仕事をする役職。 

関白…大人の天皇を補佐する役職。 

イ院政…1086 年（11 世紀）から白河上皇が始めた。後に 3 代にわたって 100 年

ほど上皇が実権を握っていた。 

Keyword→院政…天皇に代わって、その親でもう天皇の位を譲った上皇やそれが出家した

法皇が政治をすること。 

ウ浄土教思想…念仏を唱えて阿弥陀仏に救いを求めると極楽浄土に行けるという

考え。当時貴族の間では末法思想が流行っていた。そのため、よりこの思想が

広まった。平等院鳳凰堂はその考えのもとできた。（1050 年ほど、11 世紀） 

Keyword→末法思想…仏教の開祖であるシャカの死後 2000 年後から末法の世になり、世

の中が乱れるという考え。 

問 314～15 世紀の説明として誤っているものを選びなさい。 

正解：ウ蒙古襲来…鎌倉幕府はモンゴル帝国の皇帝であるフビライ＝ハンからの国交締結

を拒否し 2 度侵攻。（文永の役、弘安の役）しかし、暴風雨で退く。（1274、1281

年＝13 世紀→誤り） 

Keyword…てつはう、防塁 

不正解：ア建武新政…鎌倉幕府滅亡（1333 年）後、後醍醐天皇が天皇を中心とした新た

な政治を行った。しかし、武士の反乱により 2 年で終わった。（14 世紀） 

イ応仁の乱…室町幕府 8 代将軍足利義政のあとつぎをめぐり、有力な守護大名の

山名氏と細川氏が戦う。（1467 年、15 世紀）それによって、全国で守護大名の争

いが始まる。→戦国時代ヘ 

エ勘合貿易…室町幕府 3 代将軍足利義満が明と朝貢をする際に、当時日本海にい

た倭寇という海賊と間違えられないために、勘合という幕府からの証明書を持た



せた。（1404 年～ 15 世紀） 

黄色いマーカー部から明らかにウが違うのがわかる。 

問 417 世紀の江戸幕府の農政について誤っているものを選びなさい。 

正解：ウ慶安の御触書（1649 年）によって規制された。百姓の贅沢を禁止させ、農業に専

念させた。→百姓支配の徹底 

不正解：ア田畑永代売買禁止令（1643 年）によって規制された。困窮した農民が田畑を売

って、年貢が確保できなくなるのを防ぐために制定。→百姓の格差をなくす 

    イ慶安の御触書によって規制。→慶安の御触書は明治になってようやく無くなっ

た。 

    エ分地制限令によって規制。分割相続で、一人分の土地が小さくなり、年貢が少

なくなるのを防止。→農家の貧困を阻止 

問 5 鎖国体制下における貿易について誤っているものを選びなさい。 

正解：イ イギリスとは鎖国によって貿易不可なため違う。中国とオランダのみと長崎の

出島で貿易を行った。 

不正解：ア琉球を通じて、中国（清）の文物が入ってくることとなる。 

    ウ豊臣秀吉の朝鮮出兵後、朝鮮との国交は断絶していたが、対馬藩により復活。

幕府の将軍が変わるごとに朝鮮通信使が訪れ、交流をした。→貿易も始まる 

    エ松前藩（北海道）は独自にアイヌにとって不平等な交易をして、実質的にアイ

ヌを支配していた。そのため、1669 年、シャクシャインを中心として反乱がおこ

った。（しかし、松前藩が鎮圧）→アイヌから毛皮などを輸入 

問 6 幕末期に起こった出来事を古い年代順に並べ、2 番目になるものを選びなさい。 

ア生麦事件…薩摩藩の藩士が、イギリス人商人たちを殺害した事件。その後、イギリスか

ら攻撃を受ける。（薩英戦争）1862 年。 

イ薩長連合…薩摩藩と長州藩が倒幕のために結んだ同盟。お互いイギリスからの攻撃を受

けており、お互いが攘夷に対して困難だと悟っていた。→協力して倒幕していく流れ。

1866 年。 

ウ日米修好通商条約…函館・神奈川・長崎・新潟・神戸を開港させて、日米の自由貿易を

始めた。日本にとって不利益となる領事裁判権や関税自主権を認めないなどの決まりが

あった。その時の大老である、井伊直弼が中心となって進めた。1858 年。 



エ桜田門外の変…井伊直弼が江戸城の桜田門で開国反対派である（攘夷派）水戸藩士らに

暗殺された事件。井伊直弼は開国反対派を厳しく取り締まっていた。1860 年。 

 

最終的に二番目はエとなる。 

問７1967 年に最も近い出来事を選びなさい。 

→1967 年は高度経済成長期（1955～1973 オイルショック）だと推測。そのあたりに起き

たことを選ぶ。 

☆現代史の問題は、首相とセットで覚えよう‼ 

ア第 18 回夏季オリンピック大会 

…高度経済成長期の真最中。1964 年。池田勇人首相の時。 

イ日米安全保障条約…アメリカ軍が永久に日本に駐留することを認めた条約。サンフラン

シスコ平和条約と同時に結んだ。1951 年に締結。1960 年に改正。吉田茂首相の時。岸

信介首相の時に改正。→終戦直後のイメージ。 

ウ日中平和友好条約…中国と経済、文化の面で交流が深まる。1978 年に締結。福田赳夫

首相の時。 

エ自由民主党の結成…1955 年。鳩山一郎首相の時。 

 

よって答えはアとなる。 

問 8 表から読み取れる記述として誤っているものを選びなさい。 

☆このような問題は、確実に間違っているところを探すのがコツ‼ 

表に書かれている数はそんなに意味ない。 

正解：ウ満州事変後、満州から日本への移民ではなく、日本から満州への移民を推進。炭

鉱、鉱山、工場に多く配属される。 

不正解：ア 1880 年代、渋沢栄一を中心に多くの紡績工場が大阪に建てられた。そのた

め、大阪は「東洋のマンチェスター」と呼ばれるようになった。 

    イ 1923 年に関東大震災が起きました。 

    エ空襲から子供たちを守るために都心にいる子供たちは郊外に疎開した。 

問 9 戦後改革についての説明として誤っているものを選びなさい。 

正解：イ 18 歳ではなく 20 歳以上の男女に選挙権が与えられた。（2015 年の選挙法改正で



18 歳以上になった）特徴は、女性も選挙に出馬、投票ができるようになり、日本の

民主化が強まった。（婦人参政権） 

不正解：ア GHQ は日本の経済を支配し、戦争を支援した組織として、大企業は解体させ

られた。 

    ウ地主の土地を政府が買い取り、小作農（地主から土地を借りて農業をしている

人）に安く売った。→自作農が大きく増えた。農民が豊かになった。 

    エ労働組合法や労働基準法を定めて、労働者の権利を保障した。 

問 10 狩猟採集漁業時代から奈良時代にかけて、人々が住んでいた住居の名前を答えなさ

い。 

→竪穴住居…地面を掘り下げて屋根をかけた、掘っ立て柱の住居。人々が定住しムラを作

る。 

問 11 近畿地方から出土し、釣鐘型をしている青銅器の名前を答えなさい。 

→銅鐸…銅鐸には農耕に関連する絵画が描かれており、豊作を祝う祭りで使われたのでは

と言われている。 

問 12 坂上田村麻呂が任命された官職の名前を答えなさい。 

→征夷大将軍…本来は蝦夷（現在の東北地方）を征服する指揮官として作られた役職だ

が、源頼朝以降は、武士のトップの役職という意味になった。→実質的に政治のトッ

プ。 

問 13 新たな開墾地を永久に私有地として認める法令を答えなさい。 

→墾田永年私財法 

☆そこに至るまでの流れを確認しよう。 

大化改新…公地公民、班田収授法により、土地はすべて天皇の物になり、土地を耕す農民

から税金を徴収することに。 

↓国から貸せる土地にも限界が…農民の生活も厳しくなる。 

三世一身の法…孫までの三代の間は土地の私有化を許可。 

↓ 

墾田永年私財法…永久に土地の私有化。→働けば働くほど多くの収穫。労働意欲が向上。

荘園が誕生。（豊臣秀吉の検地まで） 

問 14 随筆『方丈記』を記した人物名を答えなさい。 



→鴨長明。有名な詩人は覚えよう。 

問 15 寛政改革を行った老中の人物名を答えなさい。 

→松平定信…田沼意次の時代の政治で、飢饉や一揆が起きたためそれを立て直すための政

治が行われた。厳しい倹約を強いる政治を行った。結果、民衆の反発をくらい失脚。 

☆三つの改革（享保、寛政、天保の改革）は要 check‼→ほぼ失脚。 

問 16 殖産興業政策を進めた、薩摩出身の人物名を答えなさい。 

→大久保利通…明治時代の新たな改革を推進。 

Keyword→殖産興業…欧米から技術者を招いて優れた技術を取り入れ、官営模範工場を作

ったりなど新技術の開発・普及を行う政策のこと。 

問 17「いわれなき差別」を受けていた族称を答えなさい。 

→新平民…江戸時代に存在したえた・ひにん（百姓よりも身分が低く、人々が好まないよ

うな暮らしを送っていた）を廃止して、平民とした。しかしその後も部落差別問題として

続いていった。 
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３公民（新型コロナに関する時事問題）→普段からニュースを見てると簡単に解ける問題

もありますよ。 

問 1（１）に入る国際連合の専門機関の名称を答えなさい。 

→WHO（World Health Organization）…保健・健康問題に対しての指示、研究を行う機

関 

☆国連の主要専門機関の名前と目的は要 check‼ 

問 2（１）通常国会の会期の日数を答えなさい。 

→150 日…通常国会は毎年行われ、主に予算案の審議が行われる。 

☆他にも臨時国会、特別国会、緊急集会があるから要 check‼ 

（２）天皇の国事行為に当たらないものを選びなさい。 

正解：ア内閣が決定権を持つ。衆議院議員を全員クビにして、選挙を通じて、国民の意思

を問う制度。参議院は解散なし。 

不正解：イ指名は内閣、任命は天皇。 

    ウ指名は国会（特別国会）、任命は天皇。 

    エ内閣、各議員が作成、国会で審議、天皇が公布。 

憲法第 7 条に天皇の国事行為が記載。 

問 31974 年に日本が戦後初めてマイナス成長を記録した要因として適切なものを選びなさ

い。 

1974 年はちょうど高度経済成長期が終わる時期と重なる。 

その原因となったのは第一次オイルショック。（1973 年に第四次中東戦争が勃発。結果、

石油の価格が高くなり、石油の供給が追い付かなくなった。） 

アバブル経済の崩壊…1991 年頃に起こった、日本の不景気時代の通称。 

イアジア通貨危機…1997 年頃に起こった、東南アジアを中心とした経済危機。当時東南ア

ジアの国々は、海外企業の工場進出により大きな経済成長を遂げていた。しかし、アメ

リカの政策転換により、自国の製品が売れづらくなった。そのため、経済が破綻した。 

エリーマン・ショック…アメリカの大手銀行「リーマン・ブラザーズ」が倒産したことに

よって、大幅な金融危機が起こった。2008 年。 

問 4（４）に当てはまる施設の名称を選びなさい。 

→ア学校…皆さんも休校になりましたよね？ 



問 5「3 密」に当てはまる漢字を答えなさい。 

→「密閉空間」、「密集場所」、「密接場面」を避ける。 

ニュースをしっかり見てたら、解けますよね？ 

問 6「世界的な感染症の流行」を表す、カタカナ６字を答えなさい。 

→パンデミック＝感染爆発 

ニュースをしっかり見てたら、解けますよね？ 

問７代表選手団として五輪に出場できるようになった人々を答えなさい。 

→難民…政治的迫害や、戦争などから逃れるために、他国に支援をもとめに来た人々。世

界中に約 8000 万人いるといわれている。 

問 8（１）国家予算について述べた文として適切なものを答えなさい。 

☆この問題は難しいワードが多いと思います。（私もわからない単語があった...）→確実に

間違っているものは消していって、残ったもので合ってそうなものを答えにしよう。 

正解：エ公聴会とは重要な事柄を審議するときに、関係者や専門家を招いて意見を聞く会

合のこと。予算に関する審議はとても重要！ 

不正解：ア政府系金融機関とは日本経済の発展、国民生活の安定のために、政府が出資し

た金融機関のこと。 

    イ財政投融資計画とは、公共性の高い事業（地域開発、インフラ整備など）に対

して、政府が国のお金を出すこと。税金は使われず、特別な国債を発行し資金を

集める。 

ウ予算案は内閣（主に財務省）が作成し、必ず衆議院に先に提出しないといけな

い。（憲法第 60 条に記載、衆議院の先議権） 

    ☆他にも法律案の議決など、衆議院が優越される議案があるから要 check‼ 

（２）一般会計予算のうち、税収が不足したときに政府がする借金の総称を、図中の項目

の中から答えなさい。 

☆解法の手順 

①政府の借金＝政府が一時的に得るお金のこと。→歳入のグラフを見る‼ 

                        ↑国に入ってくるお金 

②歳入のグラフを見ると、主に「租税及び印紙収入」という項目と「公債金」という項目

がある。 



③「租税及び印紙収入」は消費税や所得税など、国民から得るいわゆる税金である。→こ

の項目は借金ではないから違う？ 

④だから「公債金」の項目が正解なのではないか？と推測。 

よって、正解は「公債金」。 

（３）一般会計予算のうち、国から各自治体へ配分される予算の名称を、図中の項目の中

から答えなさい。 

☆解法の手順 

①「国から配分」→国から出ていくお金＝歳出のグラフを見る‼ 

②何か「配る」要素や「自治体」要素が含まれている項目を見る。 

→「地方交付税交付金等」が怪しい… 

よって、正解は「地方交付税交付金等」。 

☆表を読み取る問題は、なんとなくで解いてもいい‼ 

問 9「一部の自治体」に含まれなかったものを選びなさい。 

緊急事態宣言が発令されたのは、感染拡大が広がった地域だと推測。 

→都会の地域？ 

それに一番当てはまらなさそうなのは岩手県。 

よって、答えはイの岩手県。 

 


