２年

現代社会

２学期末試験

問題用紙

２０００／１２／１２

（解答は正しい漢字でていねいに記入すること）
第１問
問１

社会権について問に答えよ。（１４）
次の文は日本国憲法のうちで社会権を保障した条文である 。（

）に適切な語を入れよ。い

ずれも漢字２字である。
すべて国民は ，（１）で（２）的な最低限度の（３）を営む（４）を有する。

問２

上の条文は憲法の第何条か。

問３

社会権について説明した以下の文が正しければ○，誤りなら×を記せ。

（１）社会権は自由権よりも早い時期から保障されている。
（２）教育を受ける権利，勤労の権利なども社会権である。
（３）社会権の保障を求めた裁判として「毎日訴訟」が有名である。
（４）憲法は，親が子に等しく高等教育を受けさせなければならないと規定している。
（５）生存権の規定について最高裁判所は，プログラム規定説に立って消極的な判断をしている。
第２問
問１

新しい人権および人権の国際的保障についてついて問に答えよ。（８）
知る権利に関連して，行政機関やマス・メディアに対して情報を求める権利を何というか，

カタカナで答えよ。
問２

プライバシーの権利に関して，ある小説が他人のプライバシーを侵しているのではないかと

して争われた裁判がある。東京地裁はプライバシーの権利を法律上の権利として認める判断をした
が，この事件を何というか，次から選べ。
ア ．「宴のあと」事件
問３

イ．第１９条

問１

エ．太宰事件

ウ．第２４条

エ．第９７条

人権の国際的保障に関して，次のうち，最後に発効した条約を記号で選べ。

ア．人種差別撤廃条約
第３問

ウ．芥川事件

環境権の根拠とされる「幸福追求権」は憲法のどこに記されているか，次から選べ。

ア．第１３条
問４

イ．チャタレイ事件

イ．女性差別撤廃条約

ウ．子どもの権利条約

国民主権について問に答えよ。（５ ）
次のうち正しい説明文に○，誤りに×を記せ。

（１）憲法第１条では ，「日本国の象徴は天皇であり，その地位は，主権の存する日本国民の総意
に基く 。」と規定している。
（２）憲法第４０条では ，「国会は，国権の最高機関であり，国の唯一の立法機関である 。」と定
めている。
問２

国会は２院制をとっている。２つの院の名称を答えよ。

問３

国会議員の特権について正しく説明した文を一つ選べ。

ア．国会議員の秘書の費用はすべて議員本人が負担する。
イ．国会議員の給料（歳費）は１ヶ月あたりおよそ１３０万円で，別にボーナスもある。
ウ．国会議員が犯した犯罪は，議員在職中は裁判にかけられない。
エ．国会議員の通信費は支給されるが交通費は全額自己負担である。
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第４問
問１

行政権について問に答えよ。（４）
日本国憲法では，行政権は内閣に属するとしている。内閣をあらわす英単語は次のどれか。

ア． Parliament
問２

イ． Cabinet

ウ． Diet

エ .Congress

オ． Party

次のうち，内閣の権限でないものを一つ選べ。

ア．天皇の国事行為に対する助言と承認
イ．予算案の作成
ウ．法律の制定
エ．最高裁判所長官の指名
問３

日本では来年（２００１年）の１月６日から，中央官庁が再編され，新しい行政組織がスタ

ートする。現在の省庁が統合されたり名前が変わるものも多いが，次のうち，省庁の名前の変化と
して正しいものを一つ選べ。
ア．環境庁が環境省になる。
イ．大蔵省が財政庁になる。
ウ．労働省が勤労省になる。
エ．厚生省が保健省になる。
問４

次のうち，現在の内閣で大臣をつとめている人を一人選べ。

ア．中曽根康弘
第５問
問１

イ．橋本龍太郎

ウ．竹下登

エ．田中真紀子

司法について問に答えよ。（１０）
次のことが裁判になる場合，それが刑事裁判ならＫ，民事裁判ならＭを記せ。

（１）隣人がわが家に侵入し猫と小判を盗んだらしいので警察に被害届を出した。
（２）隣家の猫がわが家の子どもにケガをさせたので，飼い主に治療費を支払わせたい。
（３）わが家に車がつっこんで塀が壊れたのに運転者が弁償しようとしない。
（４）隣人に１００万円貸したのにいつまでも返してくれないので返させたい。
（５）自転車に乗っていて車に接触されケガをしたが車が逃げたのでナンバーを警察に通報した。
問２

司法権の独立を確保するために，裁判官が罷免される場合はきわめて限られている。次のう

ち，正しい説明を一つ選べ。
ア．国会の弾劾裁判によって罷免が決定された場合。
イ．最高裁判所裁判官が全員一致で罷免を決定した場合。
ウ．法務大臣が勤務状態の悪い裁判官の行政処分を決定した場合。
問３

明治憲法下で，司法権の独立が守られた例として有名な事件を次から一つ選べ。

ア．山口事件
問４

イ．広島事件

ウ．浦和事件

エ．中津事件

オ．大津事件

違憲審査権に関する説明文として正しいものに○，誤りに×を記せ。

（１）最高裁判所が違憲判決を出したことは６例ある。
（２）日本の違憲審査制度はアメリカにならったものである。
（３）明治憲法のもとでは違憲審査制度はなかった。
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第６問
問１

憲法の平和主義について問に答えよ。（２３）
次の文は憲法第９条である 。（

）に適語を入れよ。いずれも漢字２字である。

① 日本 国民は ，（１）と（２）を基調とする国際（３）を誠実に希求し ，（４）の発
動たる（５）と ，（６）による（７）又は（６）の行使は，国際（８）を解決する手段と
しては，永久にこれを（９）する。
② 前項の目的を達するため，陸海空軍その他の（１０）は，これを保持しない。国の
交戦権は，これを認めない。
問２

憲法と自衛隊について述べた文のうち，正しいものに○，誤りに×を記せ。

（１）自衛隊の前身である警察予備隊が設置されたのは１９５０年である。
（２）自衛隊は１９９０年代以降，国連平和維持活動（ＰＫＯ活動）に何回も参加している。
（３）自衛隊が憲法違反かどうかを裁判所が判断したことは一度もない。
第７問

日本の文化について，問に答えよ。（２０）

日本では，温暖で恵み豊かな自然を友として，その変化に調和してきた。また時々おそ
う台風，地震などの自然災害も，自然を大切にしない人間の生き方への警告として受け止
めてきた。
自然条件に左右されることが多い生活の中で，自然の恵みに感謝し，災害を避けるため
に，１自然の現象や生命の活動の中に神の姿を感じ，自然を信仰の対象にしてきた。
ところで，日本人や日本語のルーツはどこにあるのだろうか。日本で発見される化石人
骨のうち，紀元前１万年前後の（１）人のものは，顔の彫りが深く目や鼻は大きいという
特徴を持つ。一方，今から２３００年前以降の（２）人の人骨は，２顔の彫りが浅く平坦
な顔で胴長という特徴を持つ。これらの人々が混血を繰り返したり環境変化の影響を受け
て現在の日本人が形成されたと考えられている。
日本語についてみると，文法的にはトルコ語やモンゴル語など ，（３）語族と共通性を
持つ。単語は南方語と類似している。ひらがなやカタカナも（４）から生まれたものであ
る。つまり日本人も日本語も，アジアのさまざまな地域から影響を受けて形成されてきた
ことがわかる。
問１

上の文の（１）〜（４）に入る語を記号で選べ。

ア．弥生

イ．古墳

ウ．縄文

エ．ポリネシア

オ．アルタイ

問２

下線部１のことを何というか，カタカナ５字で答えよ。

問３

下線部２の特徴はどのような気候に適応した結果か，次から一つ選べ。

カ．漢字

ア．アジア大陸北部の寒冷な気候
イ．アジア大陸南部の高温多湿な気候
ウ．日本列島の四季がはっきりした気候
問４

次の言葉のうち，関東方言と関西方言について正しく説明したものに○，誤りに×を記せ。

１ ．「教室に象がおった 。」というのは関西方言の特徴である。
２ ．「カッターシャツ」は主に関東 ，「ワイシャツ」は主に関西の言い方である。
３ ．「画鋲（がびょう ）」は主に関東 ，「押しピン」は主に関西の言い方である。
４ ．「大学１年生」は主に関東 ，「大学１回生」は主に関西の言い方である。
５ ．「アメが降ってきた 。」は，関西ではメにアクセントがある。
問５

しょうゆについて説明した以下の文が正しければ○，誤りなら×を記せ。
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（１）薄口と濃口では，濃口のほうが塩分が多い。
（２）京料理におもに使われるのは塩分の少ない濃口のほうである。
（３）薄口は大豆が原料，濃口は小豆が原料である。
（４）薄口も濃口も，その塩分濃度は海水よりも高い。
（５）薄口も濃口も原料を発酵させてつくるのは同じである。
問６

次の文は平安時代中期の文学作品の一節である 。（

）に入る適切な語を入れ ，問に答えよ 。

春は曙よねぇ！
だんだん白うなっていく山の上の空が少し明るうなって，
（１）っぽい雲が細うたなびいとるんよ。
夏は夜よねぇ。
月の頃はなおさらよねぇ。
闇夜で ，（２）がいっぱい飛んどるゆうのもええよね。
ほいから，ほんまにひとつかふたつかくらいが，ぼんやり光って行くんもええし，雨な
んかが降るんもええね。
秋は夕暮れじゃね。
夕日がさして，山の端にものすごう近うなったところに，からすが寝るところに帰るゆ
うて３羽４羽，１羽２羽とか飛んで急いで行くんでさえ，ええよ。ましてや，雁なんかが
つ ながった のが もの すごい 小そ う見えるんも，ものすごいええよね。日が沈みきって，
（３）なんかが聞こえるのも，たまらんわいね！
冬は（ ４ ）よね 。雪が降ったときなんかはもちろんじゃし ，霜のすごい白いのもええね 。
ほいから，そうじゃのうても，ものすごい寒いけぇゆうて火なんかを急いでおこして，炭
の火を持って歩いていくんも，ぴったりじゃと思うよ。昼になって温（ぬく）うなって寒
気がだんだんと和らいできたら，火鉢の火も白い灰ばっかりになって，さえんよね。
（（ ５）作・高山望訳）
（設問１）

（１）〜（３）に入る語を記号で選べ。

（１）ア．黒

イ．白

（２）ア．蛍

イ．こうもり

（３）ア．女性の歌声
（設問２）

ア．紫式部
問７

エ．紫
ウ．蝶

オ．金
エ．トンボ

イ．詩を朗読する声

オ．蜂

ウ．風の音や虫の声

（４）には原文では「早朝」を意味する語が入る。次のどれか。

ア．さむい
（設問３）

ウ．赤

イ．つとめて

ウ．そろって

エ．かえって

（５）に入る作者名を次から選べ。
イ．枕草子

ウ．小野小町

エ．清少納言

オ．吉田兼好

次の Ａ，Ｂ いずれか一つ選んで論述せよ。

Ａ． 日本の行動様式の特徴の一つとして「和を重んじる」ことがあげられる。しかし，和を重んじ
たためにかえって悪い結果を招くこともある。そのような例を具体的に述べよ。
Ｂ． 日本の伝統的な生活文化を一つ選んで，その特徴や現代における位置づけなどを述べよ。
第８問

次の漢字をひらがなに直せ。（１０）

１．盆栽

２．発酵

３．風情

４．障子

５．襖

６．雑煮

７．惣菜

８．懲戒

９．控訴

１０．凝縮
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