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文章を読み解く問題（2） 解答と解説は138ページ

有名校対策

第9回
1  次の文を読んで，あとの問いに答えなさい。 【普連土学園】

　　
　この時代にはめざましい農業の発展がみられ，畿

き

内
ない

を中心に麦を裏作にする（　ａ　）が

広がりました。また，それと同時に①動物の力によって田畑をより深く耕すようになると，

様々な肥料が使用されるようになりました。その結果飛
ひ

躍
やく

的に生産力が向上し，商品経済も

発展しました。

Ａ

　　
　この時代には本格的に水稲耕作が北海道と沖縄を除き全国に広がりました。（　ｂ　）製の

農具を使用するほか，②石でできた収穫道具や，田に足が沈まないように（　ｂ　）製の田げ

たと呼ばれる道具が用いられました。

Ｂ

　　
　この時代には新田開発が各地で行われました。また農業技術が発達して耕作面積当たりの

土地生産力も向上しました。その主な要因は③農具の改良や開発，購入肥料の普及，農業書の

普及などです。しかし，天候不順による凶作もしばしばおこり，庶
しょ

民
みん

の生活を直撃しました。

Ｃ

　　
　この時代には米を税として納めることが法律で決まりました。 6歳以上の人々は口分田を

国から与えられると，収穫の約（　ｃ　）％を毎年「租」として納めました。「租」は

の財源となり，重要な税の 1つと考えられていました。

Ｄ

　　
　この時代には全国の土地を全て調べる（　ｄ　）検地が行われました。この検地で農民は

検地帳に耕作者として土地とともに記され，自由に身分を変えることができなくなりました。

Ｅ

　　
　この時代に力をつけた農民たちは，村の自治を行うようになりました。年貢の納入，山林

や水の管理などを話し合う（　ｅ　）が神社などで行われ，村のおきてもつくられました。

中には守護をほろぼし，100年近くにわたって自治が行われたところもありました。

Ｆ

問 1　文中の（　ａ　）～（　ｃ　）には適当な語句を，数字もしくは漢字で正しく答え，（　ｄ　）・

（　ｅ　）には適当な語句を答えなさい。

問 2　下線部①について各問いに答えなさい。

　ⅰ）用いられた動物を 1つ漢字一字で答えなさい。

　ⅱ）肥料としてどのようなものがありますか。漢字 3文字で答えなさい。

068-075_nyusi-sya6geYU_TMO_F1.indd   68068-075_nyusi-sya6geYU_TMO_F1.indd   68 14.6.24   10:05:44 AM14.6.24   10:05:44 AM



69

問 3　下線部②について，この道具を描きなさい。

問 4　下線部③について各問いに答えなさい。

　ⅰ）右の農具の名前を答えなさい。

　ⅱ）ⅰの農具の説明として正しいものを選び記号で答えなさい。

　　ア：これは，こき箸
ばし

に代わって普及した脱穀具です。

　　イ：これは，田を深く耕す道具です。

　　ウ：これは，米の粒の大きさを選別する道具です。

　　エ：これは，穀物からもみなどを分ける道具です。

　ⅲ）購入肥料として，千葉県の九十九里浜で獲れた鰯
いわし

が使用され

ることも多くありました。この購入肥料を何と呼びますか。ひ

らがなで答えなさい。

問 5　文中の に入る語句は，地方・中央のどちらが適切ですか。選び答えなさい。

問 6　Ａ～Ｆを古い時代順に並び替えなさい。

2  次の文章を読んで，問いに答えなさい。 【桐朋】

　　こんにち私たちは，新聞やテレビ，ラジオなどのマス・メディアをつうじて，社会のさまざまな出

来事を知ることができます。⑴人びとが社会の出来事について正しい情報を得て，それについて自由

に意見や考えを持つことは，より良い社会をつくっていくうえでとても大切です。

　　マス・メディアのうち，私たちにとってより身近なものにテレビがあります。⑵テレビは戦後の高

度経済成長期に広く普
ふ

及
きゅう

しました。そして現在では，⑶日本のテレビ放送はデジタル放送に切りかわ

り，テレビの視
し

聴
ちょう

者にとってのバリアフリーも進みました。

　　一方，1990年代以降に発達した⑷インターネットにより，テレビや新聞以外の方法でも，世界中の

情報が手に入るようになりました。さらにインターネットでは，情報を手に入れるだけでなく，自由

に自分の考えを表明したり，同じような考えや趣味を持つ人たちが国境を越えて交流したりすること

も出来るようになりました。また，インターネットは経済を活発にするともいわれています。

　　このような⑸高度情報化社会がおとずれたことで私たちのくらしは便利になり，⑹パソコンなどの

情報機器を使いこなせる人が多くの国ぐにで増えてきています。しかし，ただ情報を受け取るだけで

はなく，真実の情報をきちんと選ぶ力など，情報を正しく利用する力が，いま求められています。

問 1　下線部⑴について。以下のあ～えの出来事を，年代の古い方から順にならべかえなさい。

　　あ 　福島県で起こった原子力発電所の事故では，放射性物質の広がりやその影響について，正確な

情報を求める国民の声が強くなった。

　　い 　日露戦争のころ，多くの新聞はロシアとの開戦を主張し，三国干渉でロシアに反感をいだいて
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いた国民の多くも，その主張を支持した。

　　う 　太平洋戦争におけるアメリカ軍と日本軍との戦
せん

闘
とう

に関して，日本の国民はその戦況を正確には

知らされていなかった。

　　え 　大日本帝国憲法が発布された時，国民は，その憲法の内容について，事前には知らされていな

かった。

問 2　下線部⑴について。大日本帝国憲法のもとで，政治と社会のしくみを大きく変えようとする思想

や運動を取り締
し

まるため，1925年に制定された法律を答えなさい。

問 3　下線部⑵について。下の図のあ～えは高度経済成長期における白黒テレビ・カラーテレビ・電気

冷蔵庫・電気洗
せん

濯
たく

機いずれかの家電製品の普及の様子を示したものです。このうち，白黒テレビと

カラーテレビを示しているものは，それぞれどれですか。記号で答えなさい。

問 4　下線部⑶について。この文の意味としてふさわしいものは次のうちどれですか。記号で答えなさ

い。

　　あ　数多くの海外番組が簡単に見られるようになった。

　　い　番組放映中に字幕が付け加わる文字放送が，より一層充実するようになった。

　　う　地上波と衛星放送両方の番組が簡単に見られるようになった。

　　え　現在では放送されなくなった過去の番組を再び見られるようになった。

問 5　下線部⑶について。テレビやラジオの放送で使われる電波の管理をしている省庁は次のうちどこ

ですか。記号で答えなさい。

　　あ　環境省　　い　経済産業省　　う　財務省　　え　総務省　　お　国土交通省
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問 6　下線部⑷について。以下の文のうち，内容の正しいものには○を，正しくないものには×を記入

しなさい。

　　ア 　2013年から，国政選挙において，インターネットを使った選挙運動や，インターネットによる

投票が解禁された。

　　イ 　インターネットなどを通じてほかのコンピューターに侵入し，データや情報を破壊するウィル

スの問題が後を絶たない。

　　ウ 　法律に違反する情報や誤った内容の情報がふくまれることがあるため，日本では，政府がホー

ムページの内容をチェックして，不正な情報を排
はい

除
じょ

するようにしている。

問 7　下線部⑷について。「インターネットを使って音楽や映像などを作成者に無断で手に入れること」

は，作成者の権利を侵害することになるので，日本では法律で禁止されています。作成者が持って

いるこの権利を何というか，答えなさい。

問 8　下線部⑸について。こんにちの高度情報化社会のもとでは，人びとの情報を企
き

業
ぎょう

などが多く持っ

ています。これらの情報が悪用されることを防ぐために制定された法律を何というか，答えなさ

い。

問 9　下線部⑹について。下の図は，左が世界全体の人口を，右が世界各国のインターネット利用者数

を，それぞれ国の経済的豊かさで比べたものです。これらの図からどのようなことがわかります

か。説明しなさい。
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3  次の文章を読み，下の問いに答えなさい。 【東京女学館】

　　
　この川の源流は，①長野県最大の湖である あ 湖です。この湖は断層運動によって生まれ

たくぼ地に水がたまってできた湖です。その南部に広がる盆地は，昔から乾燥した空気とき

れいな水を利用して工業が盛んでした。

　この あ 湖から太平洋に向かって流れだすこの川，すなわち い 川を下っていくと，

西側には，中央アルプスの別名をもつ う 山脈があります。このなかの う 駒ケ岳には，

標高2300ｍまで，950mと高低差が日本一のロープウェイがあるため，夏には登山客が多くお

とずれます。この山には，ヨーロッパのアルプス山脈にも多くみられる②カール地形やＵ字谷

があります。

　この川の東側には，南アルプスの別名を持つ え 山脈があり，毎年 4 mmずつ高くなって

います。この山脈の中には，③日本で 2番目に高い北岳もあります。

　このあたりでは，昔から④内陸性気候を利用してこうや豆腐作りが盛んです。また，⑤有
ゆう

害
がい

鳥
ちょう

獣
じゅう

としてシカやイノシシを倒した場合にその頭数に応じてお金を払っている地域も多くあ

ります。都会に住む皆さんの中には動物を殺していいのかと驚く人もいると思いますが，地

域の人は動物が増えすぎて大変困っている状況です。

　さらに川を下ると お ，愛知，長野との 3県の境界駅である，飯田線⑥小和田駅がありま

す。この駅は，⑦佐
さ

久
く

間
ま

ダム建設に伴
ともな

って周囲の集落が水没したり移転したりしたため，現在

日常的に利用する人はいなくなりました。

　この川は，上流では蛇
だ

行
こう

を繰り返しながら山間部を流れてきましたが，下流では三方原台

地の東をゆるやかに流れるようになります。この三方原台地には茶畑が多く， お 県は茶

の生産量が全国第 か 位です。この⑧茶畑の周囲には大きな扇
せん

風
ぷう

機
き

のようなものがみられま

す。農業技術も進化し，さまざまな工夫がなされていることがわかります。

　この い 川の河口は お 県にある浜名湖と大井川のほぼ中間地点です。河口近くの西

側では日本三大砂丘のひとつである中田島砂丘がみられます。

問 1　文中の あ から か に適する語句を答えなさい。 か 以外は漢字で答えなさい。

問 2　下線部①について，長野県よりあたたかい地域ではほとんど栽培されていない果物で，長野県の

生産量が全国第 2位である代表的な果物名をカタカナで答えなさい。

問 3　下線部②について，カール地形やＵ字谷とは，何によってできた地形でしょうか。下から選んで

答えなさい。

　　ア 　氷河によってけずられたり，運ばれたものがたまってできた地形

　　イ　山地が海面下に沈んでできた地形

　　ウ　河川によってつくられた，扇
おうぎ

状の地形

　　エ 　河川によって運ばれた砂や粘土が河口付近にたまってつくられた平らな地形
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問 4　下線部③について，日本で最も高い山の位置

を，地図のア，イ，ウ（▲）から選び，記号で

答えなさい。

問 5　下線部④について，この内陸性気候をあらわ

す雨温図を下から 1つ選び，記号で答えなさい。
　　 　

　　
　

問 6　下線部⑤について，なぜ，シカやイノシシは「有害」なのでしょうか。最も代表的な理由を 1つ

説明しなさい。

問 7　下線部⑥について，小和田駅の位置を地図のエ～ク（●）から選び，記号で答えなさい。

問 8　下線部⑦について，このダムでは水力発電がおこなわれています。発電所をあらわす地図記号

を，下から 1つ選び，記号で答えなさい。

　　ア　 　　イ　 　　ウ　 　　エ　 　　オ　

問 9　下線部⑧について，茶畑にある扇
せん

風
ぷう

機
き

のようなものは，何のために設置されていますか。最もあ

てはまる理由を下から 1つ選び，記号で答えなさい。

　　ア　茶は暑さに弱いため，茶畑に風を送って，温度を下げるため

　　イ　茶は寒さに弱いため，茶畑に風を送って，霜がおりないようにするため

　　ウ　茶をねらうカラスをおどかすために，風を吹かせるため

問10　下線部⑧について，茶畑をあらわす地図記号を，下から 1つ選び，記号で答えなさい。

　　ア　 　　イ　 　　ウ　 　　エ　

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク
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4  日本の歴史上，女性はどのように活躍し，どのような足跡を残してきたのでしょうか。次の文章を

読み，下の問いに答えなさい。 【暁星】

　　

　縄文時代，子どもを出産するという女性の能力は神秘的に思われていたようで，各地の縄

文遺跡からは，多くは女性をかたどったと考えられる，土製の（　 1　）が発掘されていま

す。弥生時代より後でも女性の地位はけっして低くはなく， 3世紀の日本の様子を記録した

『【　イ　】』という中国の歴史書に登場する（　 2　）国の女王卑弥呼など，女性の首長も存

在していたようです。

　古代には女性の天皇もいました。なかでも 7世紀初頭に遣隋使が派遣されたときの（　 3　）

天皇や， 7世紀末に藤原京に都が移されたときの（　 4　）天皇のように，日本の歴史上で

もよく知られた天皇がいます。平安時代になると，朝廷の女官たちはニ）女房装束を着用し，

漢文ばかりでなくかな文字を用いた小説や日記を残しました。たとえば，（　 5　）が長編小

説『源氏物語』を残したり，清少納言が『（　 6　）』という随筆を書いたりしています。

　中世になっても女性が歴史に名を残す例は続きます。鎌倉幕府の初期に尼将軍と呼ばれ，

承久の乱では御家人たちを激励したという（　 7　）などは有名です。また，女性でも自分

の財産を所有した例もあったようで，鎌倉時代には女性の地頭がいたり，【　ロ　】の貸し付

けを職業とする女性が絵巻に描かれていたりします。

　ところが，ホ）江戸時代になって儒学の中でも幕府が官学とみなした（　 8　）学が，男性

中心の社会を重視したため，とくに武家では女性は男性よりも低い地位におかれました。明

治時代に入って大日本帝国憲法が定められましたが，この憲法の下でも，人間の私的な権利

を定めた【　ハ　】法は引き続き女性の社会的地位を低くみなしていました。

　それでも，20世紀初頭の大逆事件の翌年から発刊された『青鞜』という雑誌に「元始，女

性は実に太陽であった」との文章を寄せた（　 9　）らが活躍するなど，女性の地位向上へ

の運動が高まっていき，ヘ）1920年代には，少しずつ女性の社会進出が実現していきました。

しかし，ト）1930・40年代の長い戦争の時代になると，国家は女性も忠君愛国の考えを持つこ

とを求めるようになっていきました。日本が太平洋戦争に敗戦した年である（　10　）年，

衆議院議員選挙法が改正され，ようやく女性の参政権が実現したのです。そして，日本国憲

法第14条には性別によって差別されないことが明記されました。ここに，女性の権利はまっ

たく男性と対等とされたのです。

問 1　文中の（　 1　）～（　10　）におぎなうのにふさわしい語句や西暦を答えなさい。

　

問 2　文中の【　イ　】～【　ハ　】におぎなうのにふさわしい語句を下から選んで，記号で答えなさ

い。

　　あ　後漢書東夷伝　　い　銅銭　　　　　　う　刑　　　　　　え　国

　　お　宋書倭国伝　　　か　金の小判　　　　き　漢書地理志　　く　紙幣

　　け　藩札　　　　　　こ　魏志倭人伝　　　さ　民　　　　　　し　訴訟
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問 3　下線部ニ）に関連し

て，どのような装束だ

ったのでしょう。右の

絵の中からふさわしい

ものを選び，記号で答

えなさい。　

問 4　下線部ホ）に関連して，次にあげる小文の中には江戸時代に起きたことではないことが 1つふく

まれています。その記号を答えなさい。

　　あ　平賀源内が，油絵の画法で西洋婦人画を描いた。

　　い 　足利義政の妻である日野富子は，子の義尚が 9代将軍となったことで政治に大きな影響力を持

つことになった。

　　う 　浮世絵師の喜多川歌麿が，多くの美人画を描いて庶民の人気を集めた。

　　え　大坂夏の陣で淀君とその息子の秀頼が死ぬと，豊臣氏は滅亡した。

　　お 　歌舞伎では，女性が舞台に上がることが禁じられたため，男性役者が女役を演じて，人々の人

気を集めた。

問 5　下線部ヘ）に関連して，次にあげる小文の中には1920年代のできごとではないことが 1つふくま

れています。その記号を答えなさい。

　　あ　乗合自動車の女性車掌や電話交換手などは職業婦人の代表とされた。

　　い　銀座を歩くことを「銀ブラ」，モダンガールを略して「モガ」などという語が作られ流行した。

　　う　日本初のラジオ放送がはじまった。

　　え　関東大震災が発生し，多数の犠牲者が出た。

　　お　与謝野晶子が「君死にたもうことなかれ」という詩を発表した。

問 6　下線部ト）に関連して，次にあげる小文の中には1930・1940年代のできごとではないことが 1つ

ふくまれています。その記号を答えなさい。

　　あ　女学校の生徒らが勤労動員され，武器や軍服を製造する工場などで働かされた。

　　い 　「ぜいたくは敵だ」という標語ポスターが街中に張り出され，女性の髪のパーマネントもやめ

させられた。

　　う　ガソリンの不足から木炭自動車が登場した。

　　え　米の値下げを求めて一般の人々が米屋などにおしかける騒動が，全国に広まった。

　　お　政府の支援で，中国東北部への「満州移民」政策がすすめられた。

あ い う
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