社会 ─解答と解説

会

社

─ 解答と解説

小学 6 年
【例】

問１

【例】

（1） バブル経 済が崩壊し、
経済状態が悪化したから。

賛
21 22

問１
（2）

エ

世田谷区

（3）

千代田区

コ

23

ウ

24

緒 方洪庵

問1

25

問２
（1）

ゲー

カ

問３
（2）

カ

26

ウ

（1）
27

（2）

オ

28

【例】

29

下関 条

問４
（1）

イ

（2）
【例】コンビニは、気軽に立ち寄ることが多いから。
30

31 32

イ

長所

【例】

33

【例】

問６

34 35

【例】

短所

（1） 国名や地名を病名につけると、
「風評被害」
が出てしまうことがあるから。（2）

エ
36

問６

ア

39

問８
国

（2）

人物

イ

グレタ＝トゥンベリ

40

【例】

イ

41

他人

ひとり

37 38

問７

実名

【例】

（3）「社会的な距離」
と表現すると心のつながりまでも離れるという印象を持たれてしまうから。

（1）

ウ

（1）

問５

（1）

42

戦争

問９
①【 例 】
失 業した武士（旧士族）、川越人足
（1）

43

②【 例 】
大 井川には、橋が架けられていなかったから。
44

問９
（1）③

水害

④
45

問10

８

cm（2）
46

ウ

【例】

（一つの

エ
47

（2）

48

社会 ─解答と解説

【例】

問11

賛成
21 22

仕事や勉強に影響が出なければ、

反対

ゲームを長時間してもかまわないと思うから。
問12

カ

49 50

問13
（1）

オ

51

（2）

ウ

52

53

問14

【例】

下 関 条 約 によって、台湾は日本の領土（植民地）
となっていたから。
54 55

問15

31 32

ウ

（1）

（2）
【例】朝鮮出兵の指揮を行う基地とするため。
56

57

長所

【例】

短所

36

問16

実 名 で は 言いにくい意見を公表することができる。
58

他 人を攻 撃する表現が過激になってしまうことがある。

【例】

から。

59

問17

ひとりの女 性が生涯に産むと見込まれる子どもの数の平均。

37 38

60 61 62

【例】
（1）

問18

戦 争を早く終わらせることで、犠 牲 者を減らすことができたから。
63 64

問18
43

（2）

７

日の

午前

８

時
（完答）65

44

【例】

（配点）問１⑶、問２⑵、問４⑴、問６⑵、問７、問８(国)、
問10、問12、問13、問15⑴……各２点
問11、問19……各４点
上記以外……各３点
計100点

問19

（ 一つの国 で ）社会主義と資本主義の二つの制度を採用していること。
66 67 68

社会 ─解答と解説
【解

説】

問１
（1）

B1

知識 理由

出生数（生まれた子どもの数）が大幅に増加（200万人以上）した時期を「ベビーブーム」と
いい、太平洋戦争後の1947 ～ 49年（昭和22 ～ 24年）は「第一次ベビーブーム」、その世代が親
となった1971 ～ 74年（昭和46 ～ 49年）は「第二次ベビーブーム」と呼ばれています。しかし、
ほう かい ご

こ よう

ばん こん

バブル景気崩壊後の長引く不況や非正規雇用の増加（経済的に不安定）、女性の社会進出と晩婚
か

せいいっぱい

化がすすんだ、自分ひとりが生きていくだけで精一杯と考える人が増えた、高齢化がすすみ、介
護などの問題が優先された、などの理由によって「第三次ベビーブーム」は訪れませんでした。
よって、これらのことがらが解答として挙げられます。
だんかい

※１ 現在、第一次ベビーブーム世代は「団塊の世代」と呼ばれ、第二次ベビーブーム世代は「団
塊ジュニア」と呼ばれています。
※２ 出生数が最多だったのは1949年（昭和24年）の269万6638人、第２位は1973年（昭和48年）
の209万1983人でした。
※３ 2019年（平成31年・令和元年）に生まれた日本人の子どもの数は約86万４千人で、統計を
とりはじめた1899年度以降で初めて90万人を下回りました。少子化がすすみ、人口減少社会
となっている現状が読み取れます。
（2）

B1

特徴的な部分に注目する 具体・抽象 比較
わり あい

15歳未満の人口割合は12.1％、15 ～ 64歳は59.5％、65歳以上は28.4％ですので、これで100％
となります。さらに75歳以上の人口割合は14.7％という数字が示されていますので、これらを整
理してみると「15歳未満の人口割合は12.1％、15 ～ 64歳は59.5％、75歳以上は14.7％」という
ことがわかり、65〜74歳の人口割合は13.7％であることがわかるので、正解は「エ」のグラフと
なるのです。
※１

ア：75歳以上の人口割合が、表現されていません。
イ：75歳以上の人口割合が表現されておらず、問題文ではふれていない外国人の数字が追
加されていますので、合計すると102％になってしまいます。問題文には「外国人を
ふくめた総人口」と書いてあります。注意してください。
ウ：28.4％は65歳以上の人口割合ですので、75歳以上の人口もふくまれています。円グラ
フの数字を合計すると、114.7％になってしまいます。

※２ 総務省が今年８月に発表した数値によると、今年１月１日時点の日本人の人口は前年より
約50万５千人少なくなり、2009年をピークにして11年連続で減少しました。一方、日本に住
む外国人の人口は約19万９千人増加し、日本の総人口（約１億2713万８千人）に占める割合
が２年連続で２％を超えました。

社会 ─解答と解説
※３ 都道府県別では、約６万８千人増えた東京都を筆頭に、神奈川県と沖縄県が増加しました
が、残りの44道府県は減少しています。
（3）

A2

知識 置き換え

人口の多い上位５区は、世田谷区（約91万人）、練馬区（約73万人）、大田区（約73万人）、江
戸川区（約70万人）
、足立区（約69万人）で、少ない５区は、千代田区（約６万人）、中央区（約
16万人）
、台東区（約20万人）
、荒川区（約22万人）、文京区（約22万人）となっています。
※地図のアは江東区、イは中央区、エは港区、オは新宿区、カは渋谷区、キは目黒区、クは練馬区、
ケは杉並区です。
問２
（1）

A1

お がた こう あん

知識

緒方洪庵（1810 ～ 63年）は備中国（現岡山県）に生まれ、大坂、江戸、長崎に学んで、大坂
てきてきさいじゅく

へんせん

：適々斎は緒方洪庵の名の一つ）
」を開きました。適塾は変遷を経て、大阪
に「適々斎塾（適塾）
大学へと発展していきました。
お がたこうりん

こうはくばい ず びょう ぶ

か き つ ば た ず びょう ぶ

※１ 江戸時代中期の画家・尾形光琳（代表作『紅白梅図屛風』『燕子花図屛風 』など）と間違
えやすいので気をつけましょう。
※２ 銀座線は1927年（昭和２年）
、日本初の地下鉄として浅草～上野間で開通しました。蒸気
機関車が乗り入れていた上野と、当時は勢いのあった浅草を結ぶ「観光電車」的存在で、開
業日には約４万人が乗車したそうです。なお、地下鉄は火事が心配ですので、車体には金属
が用いられました。
（2）

A2

知識 分類

東京都新宿区の新宿駅と神奈川県小田原市の小田原駅を結ぶ小田急小田原線も1927年（昭和２
年）に開業しましたが、渋谷駅には乗り入れていません。
※今年６月１日、これまで街の中心部から離れ、「南渋谷駅」などと呼ばれてきたJR埼京線のホ
となり

か

ームが山手線のホームの隣に移され、乗り換えの利便性が高まりました。
問３
（1）

B1

特徴的な部分に注目する 具体・抽象 比較

ウ：訪日外国人旅行者の全体消費額は増加し続けていますが、一人あたりの消費額は増加した
り減少したりしていることが【グラフⅡ】をよくみればわかります。

きゅう

１人あたりの消費額は2015年がもっとも多くなっていますが、これは（2）でふれた春節休
か ちゅう

暇中に来日した中国人がいわゆる「爆買い」をした（１人あたり25万円を支出したそうです）
ことに大きな理由があります（爆買いは、この年の流行語になりました）。

社会 ─解答と解説
※ア：アジアからの訪日客は、表の10の国・地域の91.5％をしめています。
にっかんかんけい

イ：昨年は日韓関係が悪化したため、韓国からの旅行者が大幅に減りました。
エ：消 費額の４兆8113億円を外国人旅行者数3188万人で割ると、一人あたりの消費額は約15
万円となります。

ほん こん

オ：中国の１人あたりの消費額は18.5万円、アメリカは18.7万円となっています。なお、香 港
たいわん

は15.3万円、台湾は11.2万円、韓国は7.5万円です。
（2）

A3

知識 関係づけ 比較
おう べい

たい よう れき

明治政府は欧米 諸国にならって太陽 暦 を採用することにし、1872年（明治５年）12月３日を
1873年（明治６年）１月１日としました。したがって、明治６年の出来事は「オ」となります。
ご ぼう

けい じ

ご

じょう

せいもん

※ア：ともに1868年（明治元年）の出来事ですが、「五榜の掲示」と「五か条のご誓文」の内容
が逆になっています。

はんせきほうかん

はいはん ち けん

、廃藩置県は1871年（明治４年）に行われました。
イ：版籍奉還は1869年（明治２年）
ウ：これらの項目は、すべて1872年（明治５年）の出来事です。なお、この年、福沢諭吉が「学
問ノスゝメ」を出版しています。
エ：1871年（明治４年）に結ばれた「日清修好条規」は対等な内容、1876年（明治９年）に結
ばれた「日朝修好条規」は日本に有利な不平等な内容でした。
問４
（1）

A2

知識 分類

意外に思われるかもしれませんが、コンビニよりも多いのは神社です。日本には「さまざまな
ものに神が宿る」という考え方があり、各地に「神宮」
「大社」
「稲荷」
「八幡」
「天神」などの名
のつく神社がみられます。
※１

Ⅱ：郵便局です。
Ⅲ：書店で、平成３～ 28年のあいだに69％も減少しました。
Ⅳ：銭湯で、1968年（昭和43年）がもっとも多く、約１万８千軒もありました。現在の内
風呂率（家にお風呂がある割合）は95％以上もあるので、経営が成り立たなくなった
こうけいしゃ

ことや後継者がいないことなどが、減った理由に挙げられます。

とう はい

Ⅴ：保健所です。1996年（平成８年）は845か所ありましたが、市町村の合併による統 廃
ごう

合などがあり、数を減らしました。このことが、新型コロナウイルスのPCR検査で裏
目（検査員の不足など）となってしまいました。
※２ コンビニは1974年（昭和49年）にセブンイレブンが東京・豊洲に１号店を開いたのが始ま
よくねん

りで、当初の営業時間は午前７時から午後11時まででした。24時間営業は翌年、福島県の郡
山市が最初です。
※３ 全国展開したコンビニはスーパーなどとの差別化に成功して成長を続けてきましたが、近
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年は人手が足りなくなり、ある調査では店主の３分の２が「１週間のうちに休める日は１日
未満」と答えるなどの問題が発生しています。
（2）

C1

特徴的な部分に注目する 理由

スーパーマーケットには買い物の予定を立ててから行く場合が多いのでエコバッグなどを持参
しますが、コンビニは予定を立てずにふらりと立ち寄る場合が多くみられます。外出するときに
はいつもエコバッグを持っているとは限りませんので、コンビニではプラスチック製レジ袋をも
らうことが多いのです。
※１ 有料化を受け、日本フランチャイズチェーン協会は、2030年度までに辞退率を60％以上に
あ

する目標を掲げましたが、有料化１か月後の統計では、辞退率はこの目標を早くも上回り、
75％前後になったそうです。
※２ 現在、地球温暖化（昨年、スウェーデンの16歳のグレタ＝トゥンベリさん→問８：の国連
し

での演説が話題となりました）とともに、マイクロプラスチックによる海洋汚染の問題が指
てき

摘されています。ゴミとして捨てられたプラスチック製レジ袋などが海に流され、紫外線や
波によって細かくなったプラスチック（５mm以下になったものが「マイクロプラスチック」
えいきょう

です）が生物の体内に入り込む問題で、人体にも影響を与えると考えられているのです。
※３ 日本では現在、プラスチック製レジ袋が年間約300億枚（約20万トン）も使用されていま
すので、これを減らすため、７月１日からプラスチック製レジ袋が有料化されました。なお、
１人あたりの使い捨てプラスチックゴミの発生量は、１位がアメリカ（40kg）、２位が日本
（32kg）で、３位がEU28か国、４位が中国、５位がインドとなっています（2018年・国連環
境計画）
。
※４ 海外では127の国々でプラスチック製レジ袋の配布が禁止されたり、有料化されたりして
います（2018年）
。日本もやっと、プラスチックゴミを減らすという世界の流れに追いつき
つつあるのかもしれません。
問５

B1

特徴的な部分に注目する 比較

ヒトが自由に行き来できるようになったため、イギリスには仕事を求めてEU加盟国から多く
の移民（約360万人：2018年の統計値）がやってきました。特に所得の低い東ヨーロッパからの
で かせ

かれ

かい こ

出稼ぎ者が多く、彼らは安い賃金で働くため、イギリス人の賃金は上がらず、解雇された人も多
くいました。
こうした背景があり、
「EUから離脱すれば移民を受け入れなくてすむ」と考える人が多くいた
かくとく

ため、国民投票で離脱支持が過半数を獲得したと考えられています。
※

ア：イギリスがECに加盟したのは1973年ですので、原加盟国ではありません。
ウ：共通通貨「ユーロ」は、
導入した国としていない国があります。イギリスでは導入されず、

社会 ─解答と解説
通貨の「スターリング＝ポンド」とユーロが併用されています。
エ：2004年以降、東ヨーロッパの国々が加盟するようになりました。

きんゆう

オ：ギリシャの財政危機のときは、EUやIMF、ユーロ導入国などが、多額の金融 支援を行
いました。
問６
（1）

B2

知識 推論 理由

へんけん

国名や地名が病名につけられてしまうと、その名が広く知れわたることによって住民は偏見に
苦しめられたり差別を受けてしまったりするほか、地域でとれる農林水産物や海産物にも悪いう
ひ がい

わさである「風評」がたってしまい、売れなくなってしまうという被害（風評被害）が発生して
しまうことがあります。
世界保健機関は、特定の国や地域などの名で感染症を呼ぶと差別や偏見を助長してしまう、と
はいりょ

いう配慮から、新型コロナウイルスによる感染症を「COVID－19」と命名したのです。
※１ 四大公害病は、この典型例といえます。特に熊本県のチッソ水俣工場が排出したメチル水
銀によって汚染された魚介を食べた住民のあいだで発生した中毒症の「水俣病」は、その名
しゅうしょく

が広く知れわたることによって住民は偏見に苦しめられ、就職や結婚などで差別を受けたほ
か、海産物の風評被害は大きなものになりました。
※２ 2011年（平成23年）３月に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故も、
こうした例にあてはまります。福島県産の農林水産物や海産物に「放射能で汚染されている」
といった悪いうわさがたち、莫大な「風評被害」がもたらされてしまいました。
※３ 1918年から1920年にかけて流行し、数千万人が死亡したとされる「スペイン風邪」は、最

かく

初の大規模感染はアメリカで発生したと考えられているのですが、スペイン王室の人々や閣

りょう

僚などが次々に感染して有名になったことから、名がつけられてしまいました。当時は第一
次世界大戦中で、参戦国の多くが情報統制をしていたため、参戦していなかったスペインの
情報が世界に流れてしまったのが原因、とする説もあります。
（2）

B1

知識 具体・抽象 比較

安倍首相（当時）は４月７日、新型コロナウイルスに対応する特別措置法にもとづく「緊急事
態宣言」を東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の７都府県に出し、16日に対象区域を
全国に拡大しました。同日、経済対策として国民に一律10万円を給付する案を発表し、30日、総
額25兆6914億円の第一次補正予算が成立したのです。さらに５月27日、総額31兆9114億円の第
二次補正予算も組まれました。
※１

せっしょく

ア：新型コロナウイルスは接触感染だけではなく、くしゃみやせきで出るしぶきを近くの
人が吸い込む「飛沫感染」という感染経路もあります。また、世界保健機関は「空気
感染も排除しない」とのコメントも発表しました。

社会 ─解答と解説
じ しゅく

ようせい

ふう

イ：都道府県知事は住民の不要不急の外出を自粛するよう要請しましたが、道路や店を 封
さ

鎖する「ロックダウン（都市封鎖）」は行いませんでした。なお、ロックダウンは中
国の武漢やイタリアのベネチアなどで行われています。
ウ：休業は「強制」ではなく、
「要請」されました。休業を要請された施設は、学校など
の教育施設、スポーツクラブ、図書館、ショッピングモール、カラオケボックスなど、
多数に及びました。休業などに応じた事業者には「感染拡大防止協力金」や「持続化
給付金」などが支給されましたが、感染拡大防止協力金は都道府県によって金額に差
き ぎょう

ほ しょう きん

が出たり、企業向けの持続化給付金は最大でも200万円だったりと、補償金は十分と
はいえないものでした。
「コロナ倒産」した企業や「コロナ失業」した人も多く、早
期の対策が求められています。
オ：
「新しい生活様式」では接触を防ぐため、買い物の支払いは現金ではなく、電子マネ
ーやカードなどで行うことを求めています。なお、新しい生活様式では、日常生活に
かい ひ

おいては「３密を回避すること」をはじめ「エレベーターのボタンは指ではなく関節
で押すこと」
、食事は「大皿ではなく小分けにすること」や「対面ではなく横並びで
座ること」など、さまざまな取り組みの例が挙げられています。
（3）

B2

知識 特徴的な部分に注目する 理由

世界保健機関は当初、新型コロナウイルスが広まらないように、他の人との距離をとる感染予
防策の１つとして「ソーシャルディスタンス（社会的距離の確保）
」をすすめていましたが、
「こ
の言葉だと心と心のつながりも離れてしまい、社会の分断とか偏見につながってしまうのではな
いか」という意見が出、
「社会的な関係は維持するべきであって、体と体の距離をあける、とい
う意味にすればよい」ということから「フィジカルディスタンス」と言いかえるようになりました。
※W WF（世界自然保護基金）は、２メートルの距離をパンダの大きさで示したことで話題とな
りました。
問７
（1）

こ せき

A2

知識 比較

戸籍は毎年ではなく、６年ごとに作成されました。また、成年男性に課せられた諸国の産物を
よう

ちょう

「調」です。
納める負担は庸ではなく、
こう ご ねんじゃく

※１ 670年、最初の全国的な戸籍（租を徴収するための基本台帳）として「庚午年籍 」 が つ く
ちょうしゅう

られました（庸と調を徴収するための台帳として「計帳」があり、これは毎年作成されました）。
ぞう よう

このほか農民の男性には、国司の元で60日を限度に働かされる「雑 徭 」や都を守る兵役の
え じ

さきもり

、九州防衛のための兵役の「防人」など、重い負担が課せられていました。
「衛士」
ごじゅうのとう

※２ 今回大規模修理が行われることになった興福寺の五重塔は室町時代の1426年に再建された
もので、京都の東寺（高さ約55メートル）に次いで国内２番目の高さがあります（高さ約50
メートル）
。

社会 ─解答と解説
（2）

A2

知識 分類

1998年（平成10年）
、日本で９件目の世界遺産として（文化遺産としては７件目）
「古都奈良の
文化財」が登録されました。興福寺のほか、東大寺、春日大社（春日山原始林をふくむ）、元興寺、
薬師寺、唐招提寺、平城宮跡で構成されています。なお、イ～オはすべて「古都京都の文化財」
に登録されています。
問８

A1

知識

しょうさん

スウェーデンの環境活動家グレタさんの活動は世界中の人々から称賛されていますが、なかに
は「まだ学生なのだから、きちんと学校に通うべきだ」
「学校を休んでまで、行う活動ではない」
などといった批判する声もきかれます。グレタさんは昨年の気候行動サミットで、
「わたしはこ
こにいるべきじゃない。海の向こうの学校にもどるべきだ」と演説し、自らの夢や子どもらしい
時期が奪われたことへの不満をぶつけました。
かい ぎ てき

※気候変動に懐疑的な姿勢をとるアメリカのトランプ大統領は、この演説を受けて「明るく、素
晴らしい未来を楽しみにしている、
とても幸せそうな女の子みたいだ。見られてよかった！」と、
彼女をからかうような投稿をしています。
問９
（1）
①

B1

知識 推論

う

じ

けんじょう

 江戸時代までのお茶の産地といえば京都府の宇治で、ここでとれたお茶は将軍にも献上 され
さいばい

ていましたが、静岡での茶栽培は13世紀には行われていたものの、広く知られてはいませんで
した。
 大政奉還後、幕臣たちは徳川慶喜にしたがって駿府（現静岡県）に移ってきたものの、多く
の武士（士族）たちには働き口がありませんでした。そこで目をつけたのが、当時の輸出品と
かいこん

して注目されていた茶の栽培です。1869年（明治２年）に士族によって牧之原台地の開墾が始
よくねん

と せん

かわこえにんそく

められ、翌年、政府が大井川の渡船を認めたことによって職を失った川越人足たちがこれに加
わり、開墾がすすめられていきました。要するに牧之原の茶栽培は「武士（士族）や川越人足
たちの失業対策」として始められたのです。
※ 明治政府は職を失った士族の救済策として、各藩に未開拓地の開墾をすすめました。これを
「授産事業（失業者などを一定の場所に集めて仕事を与え、生活の道をたてさせる事業）」といい、
最初に行われたのが牧之原の開拓でした。
②

B1

知識 理由

か

大井川は、むかしから激流と洪水で名高い河川でした。ですので、橋を架けてもすぐに流され
てしまいます。そこで架橋（橋を架けること）と渡船（船で対岸に渡ること）が禁止されており、
旅人は川越人足の肩車や輦台（れんだい）で渡るしかなく、川が増水したときは川留めとなりま
はんじょう

した。そのため、両岸の島田宿と金谷宿が繁盛しました。

社会 ─解答と解説
こうげき

※１ 解答はこのほか、「江戸城への攻撃を遠くからくい止める『堀・濠』の役割をもたせるた
めに橋を架けなかったから」や「東海道の要地である駿府城（静岡城）の守りを固めるため
に橋を架けなかったから」なども考えられます。
れんだい

※２ 安倍川と天竜川にも橋は架けられず、安倍川は大井川と同じ川越人足の肩車や輦台で渡り、
天竜川は渡し船が使用されました。
③

A2

知識 具体・抽象

 上記の通り、大井川は、むかしから激流と洪水で名高い河川でした。蓬莱橋近くや島田大橋
近くの河岸段丘上に建てられた石碑は、建っている場所から、以前、水害（洪水）にみまわれ
たことを記録しているものと想像されます。
 昨年、過去に起きた津波や洪水、火山災害、土砂災害などの自然災害の情報を伝える石碑や
」がつくられました。以上のことから、

モニュメント（記念碑）をあらわす地図記号として「
解答がわかります。
④

B1

知識 置き換え

 ５万分の１の地図の１センチの実際の距離は50000センチ（500ｍ）ですね。ということは、
こ の 地 図 上 の ４ セ ン チ の 実 際 の 距 離 は2000ｍ（500ｍ ×4＝2000ｍ ） と な り ま す。 一 方、
２万５千分の１の地図の１センチの実際の距離は25000センチ（250ｍ）となります。
 以上のことから、５万分の１の地図の４センチは、２万５千分の１の地図だと８センチにな
ることがわかります（2000÷250＝8）
。
（2）

A2

知識 比較

Ｂは小麦の自給率を、Ｃは「そば」の生産（第２位の長野県は「信州そば」で有名です）を、
Ｆはレタスの生産を、それぞれあらわしています。
※１

Ｅ：第１位の長野県は「信州みそ」
、第２位の愛知県は「八丁みそ」で知られています。

※２ 2013年（平成25年）に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことで日本食に注目が集ま
り、日本食レストランが世界各地に増えました（2019年には、海外の日本食レストラン数は
み

そ

約15万６千店となりました）
。それにともなって味噌（MISO）の認知度が高まり、アメリカ
や中国、タイなどに輸出されるようになったのです。
※３ MISOは、ユダヤ教の教えに沿った食材と調理法である「コーシャ認証」やイスラム教の
戒律に従った厳格な基準である「ハラール認証」を取得しており、さらに欧米などでは「ビ
ーガン（完全菜食主義者）
」にドレッシングやソースとして選ばれているそうです。
問10

A1

知識

十返舎一九は江戸時代後期の「化政文化」で活躍した人物で、代表作の「東海道中膝栗毛」は

社会 ─解答と解説
お伊勢参り（江戸・日本橋～伊勢神宮）の約450kmを約２週間で道中した内容の滑稽本で、旅の
ガイドブックの役割も果たしました。なお、化政文化では俳人・画家の与謝蕪村、俳人の小林一茶、
ば きん

かいだん

）
、
「東海道四谷怪談」をあらわ
「南総里見八犬伝」をあらわした滝沢（曲亭）馬琴（選択肢「ウ」
した鶴屋南北（選択肢「イ」
）などが活躍しました。
※１ 井原西鶴（選択肢「ア」
）は江戸時代前期の「元禄文化」で活躍した人物で、
「好色一代男」
や「世間胸算用」
「日本永代蔵」などの浮世草子を数多くあらわしました。
※２ 山手線に新駅（30番目の駅）が誕生するのは、1971年（昭和46年）の「西日暮里駅」以来
で、カタカナの単語が入った駅名は、都内のJRでは初めてとなります。
※３ JRは田町～品川間につくられる新駅名を公募したのですが、６万４千件を超えたなかでの
第１位は「高輪」
、第２位は「芝浦」
、第３位は「芝浜」で、「高輪ゲートウェイ」はわずか
36件の130位だったそうです。
 江戸時代、ここには江戸の玄関口にあたる「高輪大木戸」という門がありました。この大
木戸を英語に訳して「gateway」としたのですが、新駅名が発表されると「ダサい」「何で
130位が駅名になるの？」などといった批判の声が聞かれたそうです。
※４ ６月６日には、
東京メトロ（地下鉄）日比谷線の神谷町～霞ケ関間に、新駅「虎ノ門ヒルズ」
も誕生しました。日比谷線の新駅は、全線開通した1964年（昭和39年）以来56年ぶりです。
となり

しかし、新駅から隣の神谷町駅まではわずか約500ｍ、反対側の霞ケ関駅も約800ｍしか離れ
ていません。
問11

C1

特徴的な部分に注目する 理由

賛成意見には「条例によって時間の無駄を無くすことができるので、良いと思う」
「自分では
時間をコントロールすることができないので、良いと思う」「ゲームに熱中しすぎることがなく
なるので、良いと思う」などが考えられます。
反対意見にはこのほか「家庭内で決めればよい問題なので、条例で時間をしばるのはおかしい
と思う」
「制限をかけても、依存症の人はゲームを続けると思う」
「ゲーム自体に問題はなく、個
人の問題だと思う」
「ゲームをするのは個人の自由なので、時間を条例で制限するのは基本的人
しんがい

権を侵害することになると思う」などが考えられます。
し てき

※１ また、親自身がスマホに依存している家庭も多いことが指摘されたり、「規制をする前に、
えい きょう

「条例を制
子どもに依存の弊害（続けることによる悪い影響）を教える方が先ではないか」
定しなくても、依存症対策はできる」
「ゲームにはさまざまなジャンル（種類）があるので、
すべてに依存性があるわけではない」
「ゲームを競技化したｅスポーツが広がっているなか、
的外れではないか」などといった意見も多く聞かれました。

社会 ─解答と解説
※２ この条例は正式には「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」といい、このような内容の
条例は全国で初めてだったため、注目されました。この条例は全国のネットやゲームの事業
者に過激な表現などをひかえるように求めており、秋田県大館市も、同じような内容の条例
の制定を検討しています。
問12

B1

知識 特徴的な部分に注目する 推論

３つの用水のうち、水田などに多量の水を必要とすることから、Ｃが農業用水であることが判
断できます。次いで、人口の増加と減少にほぼ比例しているＡが生活用水であるとわかり、残っ
たＢが工業用水であることがわかります。
※１ 2015年のグラフの数字（億m3）を％であらわすと、農業用水が67.6％、生活用水が18.5％、
工業用水が13.9％となります。
※２ 水の使用量は産業の発達や生活水準の向上などによって増加し続けてきましたが、1990年
代後半から、ゆるやかに減少しています。なかでも工業用水は1970年代から再利用（リサイ
クル）がすすめられ、水使用量の減少につながっています。
問13
（1）

B1

知識 具体・抽象 比較

悩まれたのではないでしょうか。民法の第750条に「夫婦は結婚した際、夫または妻の名字を
名乗りなさい」という規定があります。つまり、どちらの名字にしても良いのですが、100組の
夫婦のうち96組が、
夫の名字を選んでいます。このことは働く女性にとって不便なことが多く、
「夫
婦別姓」についての議論がかわされています。
※１

ア：女性議員がゼロまたは１人だけの地方議会は、44.7％です。
イ：男性を100としたときの、女性の給与水準は73.3％です。同じ仕事をしていても女性
は男性よりも給与が低いことが、社会問題となっています。
 ちなみに、企業で女性が部長職についている割合は6.6％（2018年・内閣府）
、国家
公務員の女性幹部の割合は4.2％（2019年・内閣府）となっており、女性の社会進出
はなかなかすすんでいないことがわかります。
ウ：小学校・中学校・高等学校の校長・教頭の女性の割合は、18.6％です。
エ：家で主に家事を行っている女性の割合は、78％です。

※２ この他に興味深い数字を挙げていくと、女性の裁判官の割合は22.2％（2018年・内閣府）
、
女性医師の割合は21.9％（2018年・内閣府）
、地方議員の女性の割合は13.2％（2019年・朝
日新聞アンケート）
、新聞・通信社の女性記者の割合は21.5％（2019年・内閣府）
、
「女子は
男子よりも料理が上手にできた方が良い」と思う10歳女子の割合は85.0％（10歳キラキラ白
書2019年版・ワコール社）などがあります。

社会 ─解答と解説
※３ 本文にある通り、日本の男女格差（ジェンダーギャップ）は153か国中の121位で、過去最
低となってしまいました。なかでも政治分野は衆議院議員の女性比率が低いこと（約10％）
や女性閣僚が少ないことなどから、前年の125位から144位に後退しています。
 世界では、台湾の総統が女性（蔡英文氏）ですし、ドイツ首相（メルケル氏：ドイツ初の
女性首相）やニュージーランドの首相（アーダーン氏）も女性です。今年１月にはギリシャ
で初の女性大統領（サケラロプル氏）が誕生しましたし、スペインは閣僚の半数を女性が占
めています。
 日本の男女格差を小さくするには、政治分野で活躍する女性を増やすことが大きな課題と
なっているといえるでしょう。
※４ 男女格差ランキングで主な国の順位は、１位がアイスランド、10位がドイツ、15位がフラ
ンス、19位がカナダ、21位がイギリス、53位がアメリカ、106位が中国、108位が韓国、120
位がアラブ首長国、121位が日本……となっており、日本よりも下位にはトルコ（130位）や
イエメン（最下位）などがあります。
（2）

A1

知識

2020年までに指導的地位（国会議員や公務員、企業の経営・管理職層など）における女性の割
合を30％にする、とした男女共同参画政策の目標は、もともと2003年の小泉純一郎政権下で設定
されました。安倍政権は「女性活躍」を掲げてこの目標の達成を目指したのですが、政治・経済
分野を中心に女性登用が遅れてしまい、
目標達成を断念したのです。なお、新たな目標時期は「2020
年代の可能な限り早期に、30％程度を目指す」というあいまいな表現に置きかえられました。
※衆議院議員や企業の管理職に占める女性の割合は、現状で10％ほどしかいません。ほかの先進
国は30 ～ 40％に達していますので、日本の遅れが目立っています。
問14

B2

知識 特徴的な部分に注目する 理由

日清戦争後に結ばれた下関条約によって、台湾は1895年（明治28年）から1945年（昭和20年）
まで、半世紀にわたって日本の統治下に置かれました。つまり、日本の植民地だったため、甲子
園に出場したのです。この大会には、同じ理由で朝鮮代表の京城商と友好国という位置づけだっ
た満州代表の大連商も出場しています。
※１ この大会以前からこれらの地域の代表校が甲子園に出場しており、ベスト８やベスト４に
進出するなど、活躍していました。
※２ この大会（第17回大会）で準優勝した嘉義農林の呉波選手は、台湾出身のプロ野球選手第
１号として、昭和12年に巨人に入団しました（名は呉昌征）。昭和17年・18年に首位打者と
なり、18年には最優秀選手（MVP）にも選ばれています。しかし、この年限りでいったん
野球をやめ（戦争が原因と考えられています）
、大阪でサラリーマンになったのですが、そ
この社長のすすめで翌年阪神に入団すると、盗塁王を獲得しました。

社会 ─解答と解説
 そして戦後、昭和21年の阪神の開幕投手としてマウンドに上がると勝利投手となり、６月
にはノーヒットノーランを記録しています（この年は投手として14勝６敗、打者として打率
２割９分１厘）
。また、昭和25年には毎日（現ロッテ）へ移籍し、この年、日本シリーズ史
上第１号ホームランを放ちました。
 プロ野球選手は数多くいますが、投げてはノーヒットノーランを記録し、打っては首位打者、
走っては盗塁王と、投打走にまたがる快記録をもっている選手は、呉選手しかいません。現在
おおたにしょうへい

なら、“二刀流” 大谷翔平選手と肩を並べる存在となっていたことでしょう。
問15
（1）

A2

知識 置き換え

いん きょ じょう

伏見城は京都府伏見区にあった城で、1592年（文禄元年）
、豊臣秀吉が隠居城として計画した
ものを、1594年から本格的城郭に変更し、諸大名を動員して築城させました。秀吉没後の1599年
に徳川家康が預かり、家康は「天下人」としてここで政務をとりました。二条城とともに近畿に
きょてん

はいじょう

おける徳川氏の拠点となりましたが、1623年（元和９年）、幕府の命令によって廃城とされました。
（2）

B2

知識 理由

せいふく

豊臣秀吉は関白に就任した直後から明の征服を考え、朝鮮に対して出兵の先導を求めたのです
きょ ひ

朝鮮征伐の準備をはじめました。その指揮を行う基地とするため、
が、
朝鮮がそれを拒否したため、
1591年８月、肥前国（佐賀県）に名護屋城を築城したのです。
加藤清正などが中心となって突貫工事を行い、翌年３月下旬には一応完成しました。結果的に
５層の天守閣が建てられた大城郭となりましたが、秀吉が在城したのは１年２か月ほどしかなく、
朝鮮出兵（文禄の役・慶長の役）が失敗に終わると廃城となり、解体された部材は唐津城などの
建築に再利用されました。
問16

B2

知識 特徴的な部分に注目する

長所には他に「知り合いには打ち明けられない悩み事を相談できる」など、短所には「ウソの
情報が流され、混乱をまねいてしまうことがある」などが考えられます。
※１ スマホ・携帯電話の保有率は、小学生は55.5％、中学生は66.7％、高校生は97.1％で、小
学生の30％がSNSを利用しているとみられています（2017年・内閣府）。
※２ 小学４年生～高校生で、SNSで知り合った人と実際に会った、会ってみたいという人は
50.4％おり（2017年・内閣府）
、メールなどのやり取りを何回かしていると「知らない人だ
ったのに、前から友だちだった」と思ってしまうことがあるようです。犯罪にまき込まれて
しまう危険があるので気をつけてください。
めい よ

き そん

※３ ネット社会において「個人の名誉を傷つける意見（名誉毀損 ）」なのか、それとも「正当
はん い

な批判・論評」なのか、
「憲法で保障されている表現の自由の範囲内」なのかという判断に
は難しいものがあります。

社会 ─解答と解説
 SNSの発達につれてネット上での名誉毀損などの被害は広がっており、相談件数は年間
５千件を超え、約10年で４倍になりました。法務省の人権擁護機関が「人権侵犯」と認定し
た事件も、年に２千件にのぼります。ネットの書き込みは匿名（実名を出さないこと）でで
きる場合がほとんどですので、つい表現が過激になったり、悪口の尻馬に乗ったりすること
が、その背景にあると考えられています。
 しかし、実名では意見を言いにくい立場の人がネットを使って公表することで問題が表面
化し、解決の糸口が見つかることもあるのです。
 便利なSNSというツール（道具・手段）をどのように使用するか、深刻さを増しているネ
ット空間での中傷や攻撃に対して、どのように歯止めをかけて個人の尊厳を守るか、といっ
た諸問題を、社会全体で考えていかなければなりません。SNSを利用する際には「理性」を
もつことを心掛けてください。
問17

B1

とく しゅ

知識 具体・抽象

合計特殊出生率は、ひとりの女性が出産可能とされる15歳から49歳までに産む子どもの数の平
均をあらわしたものです。出生数が最多だった1949年（昭和24年）は4.32人、第２位の1973年は
2.14人でしたが、2019年は1.36人でした。
※人 口の維持に必要とされる数字は2.07人ですが、最高の沖縄県でも1.82人、最低の東京都は
1.15人でした。
問18
（1）

B2

知識 特徴的な部分に注目する 理由

解答はほかに「戦争の終結につながり、アメリカ兵士の犠牲を減らすことができたから」
「戦
争は日本の奇襲ではじまったのだから、原子爆弾の使用はその報いである」などが考えられます。
しんじゅわん

ばくだん

※１ 太平洋戦争は日本の真珠湾への攻撃で始まり、アメリカによる原子爆弾 の投下を経て、ミ
ズーリ号上で日本が降伏文書に調印して終わりました。
 アメリカの国立空軍博物館には「第二次世界大戦を終わらせた航空機」として、長崎に原
爆を投下した爆撃機「ボックス・カー」が展示されています。つまりアメリカでは、原爆投
下を「戦争の終結につながり、アメリカ兵士の犠牲を減らすことができた」として正当化す
る考えが根強くあるのです。
 1995年には、広島に原爆を投下した爆撃機「エノラ・ゲイ」を展示するスミソニアン航空
宇宙博物館が終戦50年に合わせた原爆展を計画したのですが、「アメリカを加害者扱いする
のか」という大反発を受けてしまいました。
 このように、日本とアメリカでは、原爆のとらえ方に大きな違いがあるのです。
※２

かいさい

今年８月、ハワイのホノルルで初めて原爆展が開催されました。

社会 ─解答と解説
（2）

B1

特徴的な部分に注目する 置き換え

まず、日本とハワイの標準時の経度差を考えます。日本は東経135度、ハワイは西経150度です
ので、経度差は285度となります。経度15度で１時間の時差が生じる（地球一周360度÷24時間
＝15度）ので、日本とハワイの時差は19時間であることがわかります（285度÷15度＝19時間）
。
日付変更線から日本の方が早く時間がすすんでいることがわかるので、ハワイ時間は日本時間の
19時間前ということになるのです。
※１ （1）でもふれていますが、
アメリカには、
日本軍の真珠湾攻撃とアメリカ軍の原爆投下は「対
の存在」ととらえている人がいます。しかし、基地への奇襲だった真珠湾に対し、原爆投下
は多数の市民らが犠牲になった無差別攻撃です。このことから、原爆投下は「絶対悪」と考
える人が多くいるのです。なお、広島市とハワイのホノルルは姉妹都市として交流が行われ
ています。
※２ 正確には、日本の真珠湾攻撃は12月８日の午前３時19分（日本時間）
、ハワイ時間では12
月７日の午前７時49分のことでした。当時の日本標準時とハワイ地方時の時差は19時間30分
でしたが、現在は「ハワイ－アリューシャン標準時」という標準時が使用されており、時差
は19時間になっています。
問19

ほん こん

B2

知識 特徴的な部分に注目する 理由

香港は中国（清）がアヘン戦争（1840 ～ 42年）でイギリスに敗北したことによってイギリス

領となりましたが、1997年（平成９年）７月、中国に返還されました。つまり、資本主義をとっ
ていた香港は社会主義（共産主義）をとる中国の一部となったのです。返還以後、2047年までの
50年間は「中国という一つの国で、社会主義と資本主義の二つの制度を採用する」という「一国
二制度」が認められることになり、中国本土では認められていない言論・報道・集会（デモをふ
くむ）などの自由が保障されてきたのですが、中国が国家への反逆や国家の分裂（香港の独立）
、
てんぷく

中央政府の転覆（共産党の批判）などを禁止する内容の「香港国家安全維持法」が制定されたこ
とにより、一国二制度を維持し続けることが危うくなったのです。
香港では、中国に都合の良い法律が作られてしまうことに反感をもった人たちがデモを行った
り、他国（イギリスやカナダなど）への移住を考えたりしています。
※１ イギリス領だった香港は「アジアの金融センター」と位置づけられており、香港の利益が
中国の利益につながるため、香港は中国にとって「金のタマゴを生むガチョウ（ニワトリ）
」
といわれています。
※２ 香港と同じく一国二制度をとっている台湾は、香港の動きを見守る立場をとっています（蔡
英文総統は、一国二制度を認めない方針です）。

