
2021 年度 普連土学園中学校

入学試験問題

2021年 2月 4日実施

社 会

4日午前 4 科

１．問題に答える時間は３０分です。

２．問題は、１～３ まであります。

３．答はすべて、「解答用紙」に記入しなさい。

４．「解答用紙」は中に１枚はさんであります。
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問題は次のページから始まります。



- 2 -

１ 2020年３月に、ＪＲ 常 磐線がすべて復旧しました。この路線は、東
じょうばんせん

北地方太平洋沖地震と福島県の第一原子力発電所の事故の影響により、

一部区間で運休となっていました。次の表は、常磐線の区間を通る特急

ひたち13号の時刻表の一部です。

停車駅（一部） 所在地 発車時刻

品川駅 東京都港区 12時45分

【 あ 】駅 ①茨城県【 あ 】市 14時７分

いわき駅 ②福島県いわき市 15時15分

仙台駅 【 い 】県③仙台市 17時26分

（『ＪＴＢ時刻表2020年12月号』をもとに作成）

問１ 下線部①の県について、次の問いに答えなさい。

（１）茨城県は、ピーマンの生産量が全国一位です。次の表ア～ウは、茨

城県が生産量全国一位である「ピーマン」・「メロン」・「はくさい」に

ついて、各都道府県の全国に占める生産割合を示したものです。この

うちピーマンを示しているのはどれですか。次の表のア～ウから１つ

選び、記号で答えなさい。

ア 茨城県（27.7％） 長野県（26.7％）

イ 茨城県（24.1％） 宮崎県（18.8％） 高知県（9.5％）

ウ 茨城県（25.8％） 北海道（16.1％） 熊本県（13.0％）

（『日本国勢図会2019/20』をもとに作成）

（２）茨城県におけるピーマン栽培のような、大都市の近くで野菜や草花

を栽培して出荷する農業を何といいますか。
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問２ 空らん【 あ 】には茨城県の県庁所在地が入ります。

（１）【 あ 】にあてはまる都市名を漢字で正しく答えなさい。

（２）【 あ 】にゆかりのある人物のうち、江戸幕府15代将軍に就任し

た人物の名前を答えなさい。

（３）（２）の人物が幕末に行った「大政奉還」とはどのような出来事で

すか。15字以内で説明しなさい。

問３ 下線部②の県について、次の問いに答えなさい。

（１）福島県で生産されている伝統工芸品として正しいものを、次のア～

エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア．大館曲げわっぱ イ．会津塗 ウ．天童将棋駒 エ．津軽塗

（２）福島県にある湖のうち、安積疎水の源流となっている日本で４番目

に大きい湖の名前として正しいものを、次のア～エから１つ選び、記

号で答えなさい。

ア．田沢湖 イ．十和田湖 ウ．猪苗代湖 エ．摩周湖

問４ 空らん【 い 】にあてはまる県名を漢字で正しく答えなさい。

問５ 下線部③の市について、次の問いに答えなさい。

（１）仙台市で毎年８月頃に行われている祭りは、東北四大祭りの１つに

数えられています。この祭りの名前を答えなさい。

（２）次の表は、【 い 】県全体における2019年度の米の作付面積上位

３品目を示したものです。表の Ｘ にあてはまる米の品種名として

正しいものを、下のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

＜【 い 】県全体における2019年度の米の作付面積上位３品目＞

順位 １位 ２位 ３位

品種名 Ｘ つや姫 ササニシキ

（米穀安定供給確保支援機構『令和元年産 水稲の品種別作付動向について』をもとに作成）

ア．ゆめぴりか イ．ひとめぼれ ウ．はえぬき エ．コシヒカリ
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（３）仙台市にゆかりのある人物に伊達政宗がいます。伊達政宗に関する

次の文の空らんにあてはまる語句をそれぞれ答えなさい。

戦国時代の終わり頃に誕生した伊達政宗は、東北地方有数の武将で

した。1590年に天下統一を果たした人物である（ ア ）にも認めら

れ、二度にわたる朝鮮出兵のうち、一度目の（ イ ）の役にも参加

しています。江戸時代には、仙台藩の藩主としての地位も確立しまし

た。

日本三景の一つである松島には、伊達家ゆかりの建造物が数多く存

在しています。松尾芭蕉が東北地方を旅して記した『（ ウ ）』の

中にも松島は登場します。
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問題は、次のページに続きます。
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２ 次の会話文を読んで、あとの問いに答えなさい。

先生： 2020年４月に「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」に
そ ち

基づいて「 宣言」が発令されました。連日、都道府県の知事

などがこれについて記者会見を行っていましたね。

友子： テレビでよく見ていました。特に、独自の 宣言を発令

した①北海道知事の会見や、②大阪府知事が「大阪モデル」という

独自の方針を出したことが気になりました。都道府県独自の政策が

知事によって発信されたことで、都道府県知事たちの存在感が高ま

ったように感じます。

先生： そうですね。 宣言の発令や解除を行うことは国の権限で

すが、外出自 粛 や休業要請をする権限は、都道府県知事が持つこ
じ しゅく ようせい

とになりました。③地方公共団体と国は社会の共同生活のための仕

事を分担して行っています。

友子： 地方公共団体にも、国政の「国会」と「内閣」のような機関が

あるのでしょうか。

先生： 地方公共団体の政治組織は、④議会と首長からなっています。

両者の関係は、いずれかが強くなりすぎないようにバランスをとる

工夫がなされています。

友子： 先日、母が東京都知事選挙に投票した、と言っていました。現

在、都道府県知事は住民が直接選ぶことができるのですね。

先生： その通りです。しかし、昔はそうではなかったのですよ。明治

時代の⑤大日本帝国憲法には、地方自治の規定がありませんでした。

当時の府県知事は、内務省から派遣されてきた役人が知事に任命さ

れていたのです。

友子： そのようなやり方では、その地方の独自の政策を行うことは難

しいですよね。江戸時代のまちでは、「年寄」などを中心とした自
としより

治のしくみが作られていた、と聞いたことがあります。

先生： 江戸時代の政治は、中央に将軍とその下に幕府のしくみがあり

ます。そして地方には大名とその下に藩のしくみがあり全国を支配

していました。このような体制のことを【 あ 】と呼びます。大

名が、一定の機能を持つ都市の統治を行っており、大きな自治権を



- 7 -

もっていました。戸籍などに関する事務や道路の修理などのほか、

治安や防災の面でも、町役人が活躍していました。
かつやく

友子： 地方の藩や大名の権限は、意外と強かったのですね。

先生： 明治時代に、藩は廃止され新たに県や府がおかれる【 い 】

が行われましたが、実際には江戸時代の地方自治のしくみを受け継

いでいるのです。

友子： なるほど。現在の地方自治では、直接選挙で首長を選ぶこと以

外に、住民はどのように政治に参加できるのでしょうか。

先生： 「地方自治は【 う 】の学校である。」という言葉がありま

すが、地方の政治は、住民が【 う 】を学び、政治に参加する機

会となっています。具体的には、住んでいる都道府県や市町村で、

直接請求権という権利が認められており、住民は、署名を集めてふ

さわしくないと思う⑥首長や議員の解職を直接請求することができ

ます。また、⑦住民投票によって、地域住民の意思を問うこともあ

ります。

友子： 自分の住む地域の課題は、自分たちで決める権利があるという

ことなのですね。そういえば私の住む市町村では、休業要請が出さ

れていた飲食店について⑧テイクアウトを勧める広告を出していた
すす

ので、先日さっそく利用しました。自分が住んでいる地域の経済活

動に貢献できればいいなと思います。
こうけん

先生： よい心がけですね。最近では、国が持っていた権限や財源を都

道府県や市町村に出来るだけ移して地方のことは地方ごとに決めら

れるようにするという動きがあります。

友子： 地方の特徴に合わせた政策を、それぞれの地方の権限で行える

とよいと思います。

先生： そうですね。ただし、地方独自の政策を行っていくためには、

⑨地方財政の問題を解決しなければなりません。

問１ 文中の にあてはまる語句を答えなさい。

問２ 文中の【 あ 】～【 う 】にあてはまる語句をそれぞれ漢字

４字で正しく答えなさい。
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問３ 下線部①②について、次の表は、北海道・大阪府・青森県・愛知

県・沖縄県のいずれかの都道府県庁所在地の人口、各産業別人口の

割合を示しています。①北海道と②大阪府にあてはまるものを次の

表のア～オからそれぞれ選び、記号で答えなさい。

＜都道府県庁所在地の人口規模・各産業別人口の比較＞

（『データブック オブ・ザ・ワールド2020』をもとに作成）

問４ 下線部③について、次のうち地方公共団体の仕事としてあてはま

らないものを１つ選び、記号で答えなさい。

ア．公立の小学校や中学校の設置を行うこと。

イ．地方裁判所の裁判官を任命すること。

ウ．家庭や企業から出されるごみの処理を行うこと。

エ．消防や警察によって住民たちを火事や犯罪から守ること。

問５ 下線部④について、次の問いに答えなさい。

（１）首長と議会の関係について述べた文として誤っているものを次か

ら１つ選び、記号で答えなさい。

ア．議会は、首長の政治の進め方に反対であれば、首長の不信任

決議ができる。

イ．議会は、首長が議決した予算を拒否することができる。

ウ．首長は、議会の解散権を持っている。

エ．首長は、議決のやりなおしを求めることができる。

都道府県庁所在地
の人口（千人）

第一次産業従事者
(％）

第二次産業従事者
（％）

第三次産業従事者
（％）

ア 283 12.0 20.8 67.2

イ 317 4.0 15.4 80.7

ウ 2211 2.1 32.7 65.3

エ 2577 0.4 23.8 75.7

オ 1941 6.1 17.4 76.5
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（２）議会は、憲法や法律に基づいて決まりを制定したり、改正や廃止

をすることができます。地方公共団体が制定する決まりのことを何

といいますか。漢字で正しく答えなさい。

問６ 下線部⑤について、次の問いに答えなさい。

（１）この憲法を作るために、ヨーロッパに渡り各地の憲法を学び、憲

法の草案を作成した人物は誰ですか。漢字で正しく答えなさい。

（２）この憲法は、どこの国の憲法を手本として作られましたか。次の

ア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア．フランス イ．イギリス ウ．ドイツ エ．イタリア

（３）地方自治についての規定がなかったのはどのようなことを意図し

たと考えられますか。空らん（ Ｘ ）に主権者を明らかにした上

で適切な説明を補い、次の文を完成させなさい。

（ Ｘ ）国家のしくみを整えることを意図したため。

問７ 下線部⑥について、有権者が45,000人いた場合この請求には何人

以上の有権者が必要ですか。人数を解答らんに合わせて答えなさい。

問８ 下線部⑦について、次のＡ・Ｂの住民投票が行われた都市の名前

を下のア～カからそれぞれ選び、記号で答えなさい。

Ａ 吉野川可動堰の建設 Ｂ 米軍ヘリポート基地の建設
せき

ア．沖縄県名護市 イ．徳島県徳島市 ウ．新潟県刈羽村

エ．岐阜県御嵩市 オ．岡山県吉永町 カ．長野県平谷村

問９ 下線部⑧について、テイクアウトした商品は飲食店内で食事をす

るよりも税率が安くなります。テイクアウトした商品の消費税率は

何％か答えなさい。

問10 下線部⑨について、どのような状況にあると考えられますか。次

の語群の語句をすべて用いて、説明しなさい。

語群【 地方税 国 】
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３ 次の都道府県の地図について、あとの問いに答えなさい。

① ② ③

④ ⑤

問１ 地図①～⑤の都道府県名をそれぞれ漢字で正しく答えなさい。

問２ 政令指定都市がない都道府県を地図①～⑤から１つ選び、番号で

答えなさい。
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問３ 地図①～⑤の都道府県を説明している文として、あてはまるもの

を次のア～キからそれぞれ選び、記号で答えなさい。

ア．稲荷山古墳から漢字が刻まれた鉄剣が発見されました。
きざ

イ．温室効果ガスの削減目標を決めた国際会議が開かれました。

ウ．オランダ商館や唐人屋敷など江戸時代の貿易拠点となりました。
きょてん

エ．小田原城は戦国大名の北条氏が拠点を置いた場所です。

オ．阿賀野川流域にメチル水銀が流出し公害が発生しました。

カ．平清盛が日宋貿易のために整備した大輪田泊があります。

キ．焼津港は遠洋漁業の基地で、水あげ量は全国でも有数です。

問４ 地図①～④と北海道にある港が、江戸時代末に開港地となり、諸

外国と貿易を開始しました。1858年に貿易港を定めた条約を答えなさ

い。

問５ 明治時代となり近代国家を目指す日本では、政府も民衆も国会の開

設を求めました。しかし、両者の理想は異なり、地図⑤では、自由民

権運動が暴動化した秩父事件が発生しました。現在の日本国憲法のも

とに設置された国会について次の問いに答えなさい。

（１）国会について説明した文のうち、誤っているものを１つ選び、記

号で答えなさい。

ア．国権の最高機関で法律を制定する唯一の立法機関です。

イ．毎年１回１月中に 召 集 される通常国会では、会期150日間で主
しょうしゅう

に予算審議をしています。

ウ．内閣や国会議員が作成した法律案を衆参両院で審議し、可決され

ると法律となります。

エ．各議院の総議員の３分の１以上の賛成で憲法の改正を発議します。

（２）国会は衆議院と参議院の二院からなっています。衆議院が参議院

よりも強い権限を認められている理由を、次の語群の語句をすべて用

いて、説明しなさい。

語群【 任期 解散 世論 】


