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金蘭千里中学校 



－後 2－ 

①ブラジルでは、去年はサッカーのワールドカップが行われ、来年はオリンピックが開かれるので、

千里さんはブラジルや競技に参加する国々について調べた。あとの問いに答えなさい。 
 
（１）国旗の中には、星が用いられているものがあるが、ブラジルの旗のように州や国の数が増える

たびに星の数が増えていくものを、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．      イ．      ウ．      エ．  
 
（２）千里さんは、ブラジルのほか、アメリカ合衆国、サウジアラビア、大韓民国、中華人民共和国

の料理について調べた。このうち、ブラジルの料理についての説明を、次のア～オから１つ選び、

記号で答えなさい。 
ア．香辛料を多く使った料理が多く、宗教的な理由で豚肉のほかにも食材に制限があります。カ

プサは、香辛料で味付けした鶏肉を入れた炊き込みご飯で、伝統的な国民食の一つです。 
イ．香辛料を多く使った辛い味付けを好み、薄切りにした牛や豚の肉を焼いたものが代表的な料

理と思われがちですが、チゲとよぶ鍋料理も有名です。 

ウ．広い国のため、食材や調理法、味付けは地域差が大きいです。様々な食材を無駄
む だ

なく用いま

すが、豚肉を用いた料理が多いのが特徴です。 
エ．広い国で、移民の国であるので、地域差だけでなく、様々な民族や人種の好みの影響

えいきょう

も受け

ています。最もよく食べられているものに、ハンバーガー、ステーキなどがあります。 
オ．広い国で、移民の国であるので、様々な民族や人種の影響を受けています。フェイジョアー

ダは、豚や牛の肉や内臓
ないぞう

を黒豆と煮込んだ料理で、現在は国民食と言われるほどよく食べら

れます。 
 
（３）千里さんがブラジルの面積を調べると、日本の約 22 倍であった。ブラジルの面積に最も近い

数値を、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 
ア．１７１０万㎢     イ．９６３万㎢     ウ．８５２万㎢     エ．７６９万㎢ 

 
（４）千里さんはブラジルで生産が多い農作物を調べ、様々なものが上位を占めていることがわかっ

た。下の表はどの農作物の統計か。次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 

 ブラジル     ３０４ 
 ベトナム     １２９ 
 インドネシア    ６６ 
 コロンビア     ４７ 
 インド       ３１ 

 
 
 
 
（2012 年．単位万ｔ． 

世界国勢図会 2014/15 より作成） 
ア．茶     イ．オレンジ     ウ．カカオ豆     エ．コーヒー豆 

 



－後 3－ 

（５）千里さんはブラジルと日本との交流を調べた。すると、20 世紀初めより日本から多くの人たち

がブラジルへ移住したことがわかった。この人たちはどのような仕事を求めて移住したか。下図

も参考にして、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 

（外務省外交資料館所蔵） 
ア．農業労働者    イ．工場の労働者    ウ．工場の技術指導者    エ．日本料理店の板前 

 
（６）千里さんのクラスにはブラジルからきた生徒が数人おり、この生徒たちの親は 1990 年代以降

に仕事を求めてやってきたことが分かった。彼らはどの仕事に就いていることが最も多いか。次

のア～エから１つ選び記号で答えなさい。 
ア．農業労働者    イ．工場の労働者    ウ．工場の技術指導者     
エ．ブラジル料理店のシェフ 

 
（７）千里さんはブラジル人の生徒たちから、親が日本語が分からずに生活で困ることが多いと聞き、

身近な情報をまとめた母国語のパンフレットが必要だと思った。母国語は何か、次のア～エから

１つ選び、記号で答えなさい。 
ア．英語     イ．スペイン語     ウ．フランス語     エ．ポルトガル語 

 
（８）千里さんは、アマゾンの森林やブラジル高原の草原が破壊されていることを知った。その原因

は、1970 年代には木材の切り出しや道路を作ることが多かったが、現在の原因として正しいもの

を、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 
ア．鉄鉱石や金などの鉱山の開発 
イ．牛肉を自給するための大規模牧場の建設 
ウ．洪水が起きないようにするための大きなダムの建設 
エ．人口の増加に対応するための大規模な宅地開発 

 



－後 4－ 

（９）千里さんは、ブラジルでは環境
かんきょう

破壊
は か い

が進む一方で、二酸化炭素を減らすために、ガソリンの代

わりにアルコールで走る車が実用化されている事を知った。ブラジルで燃料用アルコールの原料

となる農作物は何か。次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 
ア．米     イ．サトウキビ     ウ．大豆     エ．綿花 

 
（１０）千里さんは、来年のリオデジャネイロオリンピックの開会式をぜひ見たいと思っている。仮

に、開会式が現地時間で８月５日正午からとすると、ほぼ反対側にあたる日本では、何日の何時

からになるか。次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 
ア．８月５日午前０時     イ．８月５日正午     ウ．８月６日午前０時     エ．８月６日正午 

 
 
②2015 年、金蘭千里中学校は創立 50 周年を迎える。創立された 1965 年には日韓

にっかん

基本条約が結ば

れて、大韓民国との国交が回復した。ここに至
いた

るまでの日本と朝鮮半島の歴史に関するあとの問い

に答えなさい。 
 
（１）1951 年、朝鮮戦争のさなかに、日本は第二次世界大戦の平和条約に調印して独立を回復した。

アメリカのどこで調印されたか、地名をカタカナで答えなさい。 
 
（２）1919 年、日本の植民地だった朝鮮で、日本からの独立をめざす運動がおこった。当時の日本で

は本格的な政党内閣が成立していたが、内閣総理大臣はだれか。氏名を漢字で答えなさい。 
 
（３）1895 年、朝鮮が中国（清）から独立したのは日清戦争後の下関条約による。この条約を結んだ

時の外務大臣と、その人物が条約改正で実現したことの組み合わせ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．陸奥宗光  － 領事裁判権の撤廃

てっぱい

 
イ．陸奥宗光  － 関税自主権の回復 
ウ．小村寿太郎 － 領事裁判権の撤廃 
エ．小村寿太郎 － 関税自主権の回復 

 
（４）1873 年、武力で朝鮮に開国をせまる征韓論を主張し、敗れて政府を去り、のちに西南戦争の中

心におし立てられた人物はだれか。氏名を漢字で答えなさい。 
 
（５）江戸時代の日本と朝鮮との関係に関する文Ａ・Ｂの正誤の組み合わせ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。 
Ａ．朝鮮との貿易は、朱印状を与えられた対馬藩を通じて行われた。 
Ｂ．日本の将軍が代わったときに、朝鮮通信使が江戸を訪れた。 

ア．Ａ＝正、Ｂ＝正     イ．Ａ＝正、Ｂ＝誤      
ウ．Ａ＝誤、Ｂ＝正     エ．Ａ＝誤、Ｂ＝誤 

 



－後 5－ 

（６）豊臣秀吉は２度にわたって朝鮮半島に出兵した。このころの日本の文化について述べた文とし

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．井原西鶴が浮世草子とよばれる小説を書いた。 
イ．能や狂言が生まれた。 
ウ．杉田玄白たちが「解体新書」を出版した。 
エ．千利休が茶の湯を大成した。 

 
（７）1392 年、朝鮮が建国された年、日本では南北の朝廷が一つになった。この合一を実現した将軍

はだれか。氏名を漢字で答えなさい。 
 
（８）918 年、朝鮮半島で高麗

こうらい

が建国され、1392 年まで続いた。この期間（918 年～1392 年）の日

本の政治に関することがらＡ～Ｄの年代順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。 

Ａ．藤原道長のころ摂関政治の全盛期を迎
むか

えた。 
Ｂ．平清盛ら平氏が朝廷の重要な地位を独占した。 
Ｃ．北条政子が御家人たちを団結させ、朝廷軍を破った。 
Ｄ．北条時宗が２度おしよせてきた元軍をしりぞけた。 

ア．Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ     イ．Ａ→Ｂ→Ｄ→Ｃ     ウ．Ｂ→Ａ→Ｃ→Ｄ     エ．Ｂ→Ａ→Ｄ→Ｃ 
 
（９）702 年、朝鮮半島の国との対立で中断していた遣唐使が再開された。その後の日本と唐との関

係について述べた文として正しくないものを、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 
ア．唐の都の長安にならって平城京がつくられた。  
イ．遣唐使が持ち帰ったと考えられる品々が、東大寺の正倉院に収められている。 

ウ．唐の高僧
こうそう

行基がたび重なる失敗を乗りこえて日本にたどりついた。 
エ．菅原道真の意見で遣唐使が停止された。 

 
（１０）紀元前 108 年、中国（漢）は朝鮮半島に楽浪郡などの四郡を設置した。漢の歴史書には「楽

浪郡の海のかなたに倭人がいて、100 ほどの国に分かれている」と書かれている。このころの日

本の様子を述べた文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．大和や河内に巨大な前方後円墳がつくられた。 
イ．稲の穂が石包丁でかり取られ、高床の倉庫に保管された。 
ウ．豊かなめぐみを願ったと考えられる土偶がつくられた。 
エ．渡来人が漢字や仏教を伝えた。 

 
 



－後 6－ 

③国際協力のための機関や活動について、あとの問いに答えなさい。 
 
（１）国際連合の専門機関や補助機関について、以下の問いに答えなさい。 

ⅰ）教育・科学や文化を通して、国際平和と福祉
ふ く し

の増進をめざす機関の略 称
りゃくしょう

をカタカナで答え

なさい。 
ⅱ）ⅰ）の機関の憲章前文の一部を次にぬき出した。（ Ａ ）（ Ｂ ）にあてはまる、おたがいに

対立しあう意味の語句を、それぞれ漢字で答えなさい。 
（  Ａ  ）は人の心の中で生まれるものであるから、人の心のなかに（  Ｂ  ）のとりでを

築かなければならない。 
ⅲ）ⅰ）の機関が、2014 年６月に世界遺産に登録した日本の文化財がある。その中心となる工場

名を漢字５字で答えなさい。 

ⅳ）主に開発途上国の子どもの支援
し え ん

や「子どもの権利条約」の普及
ふきゅう

を目的として活動する機関の

略称をカタカナで答えなさい。 
ⅴ）感染症

かんせんしょう

の防止をはじめ、人々の健康増進を目的として活動する機関の略称を、次のア～エか

ら１つ選び、記号で答えなさい。 
ア．ＵＮＥＰ     イ．ＷＨＯ     ウ．ＦＡＯ     エ．ＵＮＨＣＲ 

 
（２）ヨーロッパの国々はヨーロッパ連合（ＥＵ）を結成し、協力関係を強めている。この組織に加

盟していない国を、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 
ア．フランス     イ．イタリア     ウ．オランダ     エ．イスラエル 

 
（３）日本の国際協力に関係する次の①～③のことがらについて、以下の問いに答えなさい。 

① 自衛隊が海外に派遣
は け ん

されて行ってきた平和維持活動 
② 政府による開発途上国への資金援助

えんじょ

や活動 
③ 医療

いりょう

、環境
かんきょう

などの多くの分野で活動する民間組織 
ⅰ）①の活動が、日本によって行われた国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．カンボジア     イ．トルコ     ウ．ギリシャ     エ．ニュージーランド 

ⅱ）②の活動の一つとして、開発途上国の支援などのために若い人々を募集
ぼしゅう

し、派遣するものが

ある。これを何と呼んでいるか、解答らんにあてはまる語句を漢字で答えなさい。 

ⅲ）③の組織は、人々の自発的な無償
むしょう

の奉仕
ほ う し

活動によって支えられている。このような活動を何

と呼んでいるか。解答らんにあてはまる語句をカタカナで答えなさい。 
ⅳ）上の①～③のいずれの略称にもあてはまらないものを、次のア～エから１つ選び、記号で答

えなさい。 
ア．ＮＧＯ     イ．ＯＤＡ     ウ．ＮＰＴ     エ．ＰＫＯ 

 
【問題は以上で終わりです】 

 



－後 7－ 

 



－後 8－ 

 
 



平成２７ 中入 ［後期Ａ］   社会科 金蘭千里中学校 

 

① 

(1)  (2)  (3)  (4)   

 

(5)  (6)  (7)  (8)   

 

(9)  (10)       

 

 

 

② 

(1)  (2)   

 

(3)  (4)  (5)   

 

(6)  (7)  (8)   

 

(9)  (10)   

 

 

 

③ 

(1) i)  ii) A  B   

 

 iii)       

 

 iv)  v)    
 

 

(2)   

 

(3) i)  ii)     協力隊  
 

 

 iii)  活動  iv)   

 

 

 

 

 

 

 
得  

 

 

点  

 受  

験  

番  

号  



平成２７ 中入 ［後期Ａ］   社会科 金蘭千里中学校 

 

① 

(1) ア (2) オ (3) ウ (4) エ  

 

(5) ア (6) イ (7) エ (8) ア  

 

(9) イ (10) ウ      

 

（１）～（１０）各２点  

 

② 

(1) サンフランシスコ (2) 原敬  

 

(3) ア (4) 西郷隆盛 (5) ウ  

 

(6) エ (7) 足利義満 (8) ア  

 

(9) ウ (10) イ  

 

（１）～（１０）各２点  

 

③ 

(1) i) ユネスコ ii) A 戦争 B 平和  

 

 iii) 富 岡 製 糸 場  

 

 iv) ユニセフ v) イ   
 

 

(2) エ  

 

(3) i) ア ii) 青 年 海 外 協力隊  
 

 

 iii) ボランティア 活動  iv) ウ  

 

（１）ⅰ）２点，ⅱ）完答２点，ⅲ）～ⅴ）各２点，（２）～（３）各２点  

 

 

 

 

 

 

 

得  

 

 

点  

 受  

験  

番  

号  


