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１ ⑴ 地租改正は，土地の所有者に税の負担義務を負わせて地券を交

付し，課税の対象を収穫高から地価(土地の価格)の３％に変更し

て現金で税を納めさせた政策である。江戸時代の年貢と変わらな

い重い負担だったため，各地で地租改正反対一揆が起こり，明治

新政府は 1877 年に税率を 2.5％に引き下げた。→コラム１ 

⑵ 現代の「普通選挙」には「性別に関係なく」という意味が含ま

れている。しかし，大正時代に成立した普通選挙法では，女子に

選挙権は与えられていなかったので，注意しよう。男女普通選挙

が実現したのは，太平洋戦争終結後の 1946 年４月のことである。

現代における，公正に選挙を行うための４つの原則について，参

考資料１を参照のこと。 

⑶ 大正時代は 1912 年に始まり，1926 年に終わった。アは，日中

戦争が始まった1937年から敗戦を迎える1945年までの間のでき

ごとだから，昭和時代の社会の様子である。イは，文化の大衆化

が進んだ大正時代のできごととして正しい。大正時代に発刊され

た雑誌として，『主婦之友』，『赤い鳥』や『キング』などがある。

ウは，高度経済成長期(1950 年代後半～1970 年代前半)に起こっ

たできごとだから，昭和時代のできごとである。エは，明治時代

のできごとである。新橋－横浜間に鉄道が開通したのは 1872 年

のこと。郵便制度が前島密によって整備されたのは 1871 年のこ

と。電信網が整備され始めたのは 1869 年のこと。 

⑷ ブロック経済は，イギリスやフランスなど，植民地を多く持つ

国で進められた。これに対し，ドイツや日本など，植民地をあま

り持たない国では貿易が不振となったため，世界恐慌を乗り切る

ための打開策が必要とされた。ドイツではヒトラー率いるナチ党

が政権をにぎると，公共事業によって失業者を減らし，軍国主義

的なファシズムによって各地で勢力を伸ばしていった。日本もま

た，ドイツと同様に国外に活路を見出そうとした。1931 年に満

州事変が起こると，翌年，満州国を建国し，国内から希望者を募

って移住させた。当時の日本では，「満州は日本の生命線」と考

えられており，「大陸に移住すれば生活が楽になる」と信じられ

ていた。満州国の建国は日本が国際連盟から脱退するきっかけと

なったできごとであり，世界恐慌はその後に起こる第二次世界大

戦の遠因となった。この前後の日本の動きについては，参考資料

２を参照のこと。 
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参考資料１

 地租改正の目的は，「予算を立て

やすくすること」にありました。

どういうことか，詳しく追ってみ

ましょう。 
 江戸時代の年貢は，米という

「物」で税を納める物納でした。

でも，米は年によって豊作だった

り，凶作だったりします。豊作だ

と米価は下がるし，凶作だと米価

は上がります。ですから，去年と

同じだけの年貢米が集まっても，

去年よりずっと予算が少ない，な

んてこともありました。そういっ

た事情があって，明治新政府は物

納をやめ，「現金」で税を納めさせ

る金納を採用しました。現金なら

ば，多少物価に変動があっても，

大きく価値が損なわれることはめ

ったにありません。

 明治新政府は，民衆の税負担を

軽くしようと考えて地租改正を行

ったわけではないのです。ですか

ら，江戸時代の年貢と負担が変わ

らなかったというのも，当たり前

といえば当たり前な話ですね。 

コラム１ 税が高い!?

選挙の 

原則 
内容 

普通

選挙

一定の年齢に達したすべて

の国民に選挙権が与えられ

る原則

平等

選挙
一人一票の原則

直接

選挙

有権者が候補者に対して直

接投票する原則

秘密

選挙

誰が誰に投票したかを明ら

かにする必要がない原則

1931 年 

関東軍(日本軍)が南満州鉄道の

線路を爆破する(柳条湖事件) 

これをきっかけに，関東軍が軍

事行動を開始し，満州事変が始

まる 

1932 年３月 

関東軍が満州国の建国を宣言

する 

1932 年５月 

五・一五事件により，犬養毅首

相が暗殺される(政党政治が途

絶える) 

1933 年２月 

国際連盟が満州国を承認せず，

日本軍の満州からの撤退を勧

告する 

1933 年３月 

日本が国際連盟の脱退を通告

する 

参考資料２
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⑸ ⑷の解説を参照のこと。1932 年，満州国の建国を認めなかっ

た犬養毅首相が暗殺される五・一五事件が起こったことも，合わ

せて覚えておこう。 

⑹ 戦後間もなく制定された教育基本法では，義務教育を９年間

(小学校６年・中学校３年)とすることや，男女共学を原則とする

ことなどが定められた。なお，2006 年の改正により，義務教育

の期間については「別の法律(学校教育法)で定める」こととされ，

男女共学の規定については削除された。 

⑺ 高度経済成長は，1950 年代後半に始まり，1973 年に起こった

第一次石油危機によって終わった。第一次石油危機は，第四次中

東戦争をきっかけとして，1973 年にアラブの産油国が石油価格

の大幅な引き上げなどを実施したために，世界経済が大きく混乱

して起こった。日本では，トイレットペーパーなどが不足するの

ではないかと騒ぎになり，買いだめを行う人々が増えたため，各

地で品不足が発生した。→コラム２ 

⑻ 第一次世界大戦は，1914～1918 年にかけて起こった。明治時

代は 1868～1912 年，大正時代は 1912～1926 年，昭和時代は 1926

～1989 年だから，Ⅱの大正時代が正答。 

ロシア革命(1917 年)は，帝政に不満をもつ民衆らが起こした革

命である。帝政を打倒した後，レーニンを中心とする革命政府は，

単独でドイツと講和を結んで，第一次世界大戦から離脱した。こ

のロシア革命の後，ロシアで社会主義を唱える政府が誕生したこ

とを受け，これに干渉するため，日本やアメリカなどは 1918 年

にシベリアに出兵した。ソビエト社会主義共和国連邦が成立した

のは 1922 年のことである。アの五・一五事件は 1932 年のできご

とである。⑸の解説を参照のこと。ウについて，ソ連は北朝鮮を，

アメリカは韓国を支援したため，韓国と北朝鮮の間で対立が激化

し，1950 年，北朝鮮が韓国に突如侵攻して朝鮮戦争が始まった。

朝鮮戦争は 1953 年に休戦したが，2015 年９月現在，終戦に至っ

ていない。エの西南戦争は 1877 年のできごとである。征韓論が

退けられた後，政府を去った西郷隆盛は，鹿児島に帰郷して私塾

を開いていたが，特権をうばわれたことに不満を持っていた士族

らにかつぎ上げられ，西南戦争を起こした。この戦いは，近代的

な装備をした新政府軍が勝利した(この政府軍は，徴兵令で集め 

超 ナ ビ 

スーパー

第一次があるなら，第二次があ

ると思うでしょう。その通りです。

第二次石油危機は，1979 年，イ

スラム教にもとづく共和国を建国

したイラン革命によって，一時的

に日本への石油輸出が途絶えたた

めに起こりました。当時，日本は

イランから大量に石油を輸入して

いました。また，このときＯＰＥＣ

(石油輸出国機構)が石油価格の引

き上げを決定したことも追い打ち

をかけました。

しかし，二度目はさほどひどい

事態になりませんでした。1973 年

の石油危機で耐性が付いていたこ

とや石油をなるべく使わないよう

にしようという動きが民間で見ら

れたこと，などがその理由です。

過去の教訓から学ぶ。歴史を学ぶ

意味も，そこにあります。 

コラム２ 二度の石油危機
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られた人々である)。武力では政府にかなわないとさとった民衆

は，以後，言論による自由民権運動で政府への批判を行うよう

になった。参考資料３は，西南戦争の一場面を描いたものである。 

⑼ ａ．ベルサイユ条約は第一次世界大戦の講和条約で，1919 年

に調印された。よって，Ⅱが適当となる。 

ｂ．1951 年に結ばれた日米安全保障条約は，日本国内に米軍が

駐留することを認めた条約である。よって，Ⅳが適当となる。日

米安全保障条約と同時に，サンフランシスコ平和条約が結ばれた

ことは覚えておこう(参考資料４は，サンフランシスコ条約に調

印する吉田茂首相の様子である)。 

ｃ．日英同盟は，ロシアの南下政策に対抗するため，1902 年に

結ばれた。よって，Ⅰが適当となる。この同盟を背景として，1904

年に日露戦争が勃発した。 

ｄ．日独伊三国同盟は，日本・ドイツ・イタリアの３か国で 1940

年に結ばれた軍事同盟である。よって，Ⅲが適当となる。この同

盟によって，３か国は連携を強化できたが，一方でアメリカの強

い反発を招くこととなった。 

２ ⑴ 富士山は，2013 年に世界文化遺産に登録された。標高 3776ｍ

は，日本一の高さをほこる。 

⑵① 年平均気温が「６℃以上 14℃以下」であるのは，Ａ～Ｃの

うち，ＡとＢの２つである。年平均降水量が「1400 ㎜以下」

であるのは，Ｂだけである。よって，Ｂが最も適当となる。 

② 冬の北西の季節風は，暖流の対馬海流の上空で大量の水蒸気

をふくんだ後，山地や山脈にぶつかって，日本海側に大量の雪

や雨を降らせる。この風は，山地や山脈を越えるときに水分を

失うため，瀬戸内地方や太平洋側には乾いた風が吹き，晴天を

もたらす。季節風は，夏は海洋から大陸に向かって，冬は大陸

から海洋に向かって吹くので，覚えておこう。参考資料５は，

これらの内容を図式化したものである。 

⑶ ア．軽工業(食料品工業や繊維工業など，重量の軽い消費財を

つくる工業)の割合は，「食料品」と「その他」の割合の合計であ

る。この合計の割合は，いずれも機械の割合より低いので，正し

い。 イ．重化学工業(金属工業・機械工業など，重量の重いモ

ノをつくる工業と合成樹脂などの化学製品をつくる工業の総称)

超 ナ ビ 

スーパー

参考資料４

参考資料３

参考資料５

中
国
山
地 

四
国
山
地 

日本海 瀬戸内海 太平洋 
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の割合は，「金属」・「機械」・「化学」の割合の合計である。北九

州工業地帯の割合は，16.9＋41.7＋6.4＝65.0(％)より，70％を

超えていないので，誤り。 ウ．機械の出荷額は，「総出荷額」

×「機械の割合」で求められる。中京工業地帯の機械の出荷額は，

48.1440×0.657＝31.63…(兆円)である。31 兆円は，京浜工業地

帯・阪神工業地帯・北九州工業地帯それぞれの総出荷額より多い

額である。よって，正しい。 エ．化学の出荷額は，「総出荷額」

×「化学の割合」で求められる。化学の出荷額はそれぞれ， 

中京工業地帯…約 2.9 兆円 京浜工業地帯…約 4.7 兆円 

阪神工業地帯…約 5.1 兆円 北九州工業地帯…約 0.5 兆円 

京浜工業地帯より，阪神工業地帯の方が化学の出荷額が多いの

で誤り。以上より，正しいものは，アとウの２つである。 

３ ⑴ ウの社会権には，勤労の権利のほか，生存権・教育を受ける権

利・労働基本権(団結権／団体交渉権／団体行動権)が含まれる。

アの自由権には，生命・身体の自由(法定手続きの保障など)・精

神の自由(表現の自由など)・経済活動の自由(職業選択の自由な

ど)が含まれる。イの参政権には，選挙権・被選挙権・最高裁判

所裁判官の国民審査権などが含まれる。エの請願権は，国民が法

律の制定などを国に対して求める権利のことで，参政権に分類さ

れることがある。→コラム３ 

⑵ 内閣総理大臣は国務大臣の任免権を持つ。国務大臣は，過半数

が国会議員でなければならない。国務大臣には，厚生労働大臣・

農林水産大臣などがいる。 

アの不信任の決議は，衆議院のみが行うことができる。衆議院

で出席議員の過半数が内閣不信任決議に賛成した場合，内閣は10

日以内に衆議院を解散しない限り，総辞職しなければならない。

衆議院を解散した場合でも，衆議院議員総選挙の後に開かれる国

会(特別会)の召集と同時に，内閣は総辞職する。ここでいう内閣

とは，「内閣総理大臣」と「国務大臣の全員」である。イの違憲審

査は，法律・命令・規則などが憲法に違反していないか審査する

権限で，裁判所が内閣や国会に対して行使する。ウの内閣総理大

臣の任命は，天皇の国事行為の一つである。天皇の国事行為は，

内閣の助言と承認のもと行われる。エの弾劾裁判所は，国会に設

置される裁判所である。弾劾裁判では，裁判官としてふさわしく 

超 ナ ビ 

スーパー

 自由権とかかわりの深いものに

「公共の福祉」があります。公共

の福祉とは，社会全体の利益のこ

とです。どういうことか，詳しく

見てみましょう。 

 「国として新しく空港をつくり

たいから，Ａさんの土地を正当な

補償のもと買い上げたい」という

事例を考えてみます。このとき，

Ａさんには，国に土地を売る自由

も，売らない自由もあるように思

えますね。でも，基本的にＡさん

は国に土地を売らなくてはなりま

せん。Ａさんには財産権(自由権の

うちの経済活動の自由の一つ)が

保障されているのに，なぜでしょ

う。その理由が，「公共の福祉」と

いう魔法の言葉です。「社会みんな

のため，ちゃんと補償するから，

土地を売ってね。」これが，公共の

福祉なのです。 

 でも，「はい，わかりました」な

んて納得できる人ばかりではあり

ません。慣れ親しんだ土地を離れ

たくないという人や，行政の強権

的な態度が我慢できないという人

もいます。そのため，裁判にまで

もつれ込むこともしばしばです。 

コラム３ 公共の福祉って？
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ない行動をとった裁判官をやめさせるかどうかが裁判される。 

⑶ Ｐに当てはまる言葉は「税収(税の収入)」，Ｑに当てはまる言

葉は「国債(公債)」である。少子高齢化が進んで働き手が減少し

ているため，国や地方公共団体に納められる税も減少している。

しかし，医療費や年金の給付額は増加傾向にあるので，予算を減

らすことも難しい。税収の不足分を補うため，国は国債を発行し，

急場をしのいでいる。しかし，国債は国の借金なので，いずれは

返済しなければならない。このことを指して，「将来の世代に負

担を押し付けている」と批判されることがある。 

⑷ 累進課税制度が取り入れられているため，所得税には，所得の

多い人から所得の少ない人に所得を再分配する機能がある。たと

えば，所得の多い人から得た税金を使って，失業者に給付金を支

給したり，所得の少ない人の医療機関での窓口負担を減らしたり

することができる。 

超 ナ ビ 

スーパー




