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【 注 意 事 項 】 

1. 試験監督の指示があるまでは、問題冊子は開かないこと。 

2. 試験監督から指示があったら、解答用紙に氏名・受験番号を正確に記入し、受験番号マーク欄にも

受験番号を正確にマークすること。 

3. 試験開始の合図後、この問題冊子を開き、16 ページ（白紙ページ含む）揃っているか確認すること。 

4. 乱丁、落丁、印刷不鮮明などがある場合は、手を挙げて試験監督に知らせること。 

5. 解答は、すべて別紙の解答用紙の解答欄にマークすること。 

6. 試験開始から終了までの間は、試験教室から退出できません。 

7. 不正行為を行った場合は、その時点で受験の中止と退室を指示され、同日受験したすべての科目

の成績が原則無効となる。 

8. 解答用紙は試験終了後、回収される。問題冊子は持ち帰っても良い。 
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 第１問 次の文章を読み、あとの各問いに答えよ。  

 

前３世紀前半に始まった①ポエニ戦争以降の対外戦争により、農地は荒廃し、②ロー

マの発展を支えてきた中小農民は没落することとなった。これは、ローマに深刻な問題

をもたらした。市民の多数を占めていた中小農民の没落は③共和政を動揺させ、広大な

領土の獲得は都市国家であったローマの性格を大きく変質させた。こうした中、政治家

は閥族派と平民派に分かれて対立した。前２世紀後半、④グラックス兄弟は、護民官と

して問題の解決をはかろうとしたが、改革は失敗に終わった。以後、ローマは「⑤内乱

の１世紀」と呼ばれる混乱の時代に入った。前 60 年、カエサルら三人による第１回三

頭政治が始まり、対外的な⑥征服活動が進められたが、やがてカエサルが独裁権を握っ

た。 

カエサルの死後、⑦第２回三頭政治を経て、「内乱の１世紀」を終結させたオクタウ

（ヴ）ィアヌスは、元老院からアウグストゥスの称号を与えられた。ここに元首政と呼

ばれる事実上の帝政が始まった。これ以降、ローマは「⑧ローマの平和」と呼ばれる時

代に入っていった。 

文化面では、古代ローマはギリシア文化の強い影響を受けているといえる。ギリシア

で始まった弁論術はローマでも発達し、ローマ最大の弁論家といわれる（ Ａ ）など

が登場した。また、土木・建築技術などの実用的な文化が発達した。それは、アッピア

街道や、円形闘技場の（ Ｂ ）などに見ることができる。宗教面では、当初、ローマ

人は多神教を信仰していたが、やがて⑨キリスト教がローマ帝国全体に拡大していった。 

 

問１ 空欄（ Ａ ）に該当する人物名を、次のうちから選べ。 

 

(1)ゼノン  (2)タキトゥス  (3)プラトン  (4)キケロ 

 

問２ 空欄（ Ｂ ）に該当する語句を、次のうちから選べ。 

 

(1)ピラミッド  (2)パンテオン  (3)コロッセウム  (4)ムセイオン 
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問３ 下線部①に関する記述として最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)ポエニ戦争は、エトルリア人の植民市カルタゴとの戦いであった。 

(2)第１回ポエニ戦争の結果、ローマはシチリアを獲得した。 

(3)第２回ポエニ戦争でのザマの戦いで、ローマは大敗した。 

(4)３回にわたるポエニ戦争ののち、ローマは全イタリア半島を支配した。 

 

問４ 下線部②の背景には、奴隷を多数使った大土地経営の発展などもあった。この

大土地経営を何というか。次のうちから選べ。 

 

(1)プリンキパトゥス  (2)ドミナトゥス 

(3)ラティフンディア  (4)コロナトゥス 

 

問５ 下線部③に関して、共和政ローマにおいて、平時の行政・軍事を担当した最高

官を何というか。次のうちから選べ。 

 

(1)パトリキ  (2)プレブス  (3)ディクタトル  (4)コンスル 

 

問６ 下線部③に関して、前287年に成立した法で、平民会の決議が元老院の認可な

しに全ローマ人の国法となることを定めたものを何というか。次のうちから選

べ。 

 

(1)ホルテンシウス法  (2)首長法  (3)リキニウス・セクスティウス法 

(4)十二表法 

 

問７ 下線部④に関して、グラックス兄弟が行おうとした改革の内容として最も適切

なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)帝国内の全自由人にローマ市民権を与える。 

(2)血統ではなく財産額によって市民の参政権を決定する。 

(3)僭主出現を防止するため、陶片追放（オストラキスモス）の制度を創設する。 

(4)大土地所有者の土地を没収して、無産市民に分配する。 
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問８ 下線部⑤の時代に関する次のａ・ｂの記述の正誤の組合せとして最も適切なも

のを、あとのうちから選べ。 

 

ａ. 平民派のマリウスと、閥族派のスラとが私兵を率いて争った。 

ｂ. 剣闘士（剣奴）がスパルタクスに率いられて大反乱をおこした。 

 

(1)ａ－正 ｂ－正  (2)ａ－正 ｂ－誤 

(3)ａ－誤 ｂ－正  (4)ａ－誤 ｂ－誤 

 

問９ 下線部⑥に関して、カエサルはガリアを征服した。ガリアはほぼ現在のどこの

国に該当するか。次のうちから選べ。 

 

(1)イギリス  (2)ドイツ  (3)フランス  (4)スペイン 

 

問10 下線部⑦に関して、第２回三頭政治でオクタウィアヌス・レピドゥスと政治同

盟を結んだ人物を、次のうちから選べ。 

 

(1)クラッスス  (2)アントニウス  (3)ポンペイウス  (4)スキピオ 

 

問11 下線部⑧の時代に関する記述として適切でないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)この時代は、約 200 年の間続き、ローマ帝国の繁栄と平和が続いた。 

(2)商業活動が盛んで、季節風貿易でアジア各地の産物がローマ帝国にもたらさ

れた。 

(3)トラヤヌス帝の時、ローマ帝国の領土は最大となった。 

(4)ローマ風の都市が建設され、ルテティアは現在のロンドンの始まりとなった。 

 

問12 下線部⑨に関して、キリスト教を国教とした皇帝を、次のうちから選べ。 

 

(1)ネルウァ帝        (2)コンスタンティヌス帝 

(3)ディオクレティアヌス帝  (4)テオドシウス帝 
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第２問 次の文章を読み、あとの各問いに答えよ。 

 

７世紀初め、①隋に代わって唐が中国を統一した。唐は、中央に三省・六部・御史台

を中心とする官制を設け、地方の行政組織を整備した。また、対外的にも勢力を拡大し、

大帝国を築き上げた。しかし、８世紀になると、②唐の諸制度の維持は困難になり、社

会が大きく揺らいだ。８世紀後半に安史の乱がおこると、唐は（ Ａ ）の援軍を得て、

これをようやく鎮圧したが、中央政府の弱体化は進んだ。９世紀後半におこった（ Ｂ ）

が全国に広がると、唐の支配は事実上終わり、10 世紀初めに唐は滅亡した。 

その後、五代十国の混乱の時代が訪れたが、中国を再び統一したのが宋（北宋）であ

った。宋では中央集権化が進められ、皇帝独裁体制が強化された。しかし、宋は、それ

までの武断政治の風潮を抑えるために文治主義を採用したため、軍事力の弱体化を招き、

対外的には消極策をとった。11 世紀に入ると、周辺の③遼（契丹）との間で和議を結び、

銀などを毎年送ることで平和を維持した。11 世紀後半には、④新法と呼ばれる改革が行

われたが、十分な成果は得られなかった。12 世紀初め、宋は⑤金と結んで遼を滅ぼした

が、金との間で領土をめぐる争いがおこった。金は宋の都を占領し、宋の上皇の徽宗と

皇帝の欽宗を捕らえた。江南に逃れた皇帝の弟の高宗は⑥南宋を建てた。南宋では、

（ Ｃ ）らが金を積極的に討つことを主張して、和平派の（ Ｄ ）らと対立したが、

結局、和平派が勝利を収めて、金と和議を結んだ。 

唐末・五代には、従来の支配者層であった貴族層に代わって、（ Ｅ ）と呼ばれる

新興の地主層が台頭し、大土地所有を発展させた。宋の時代に入っても、その傾向は続

き、12 世紀以降になると、開発が進んだ江南は中国の経済の中心地となった。⑦宋の時

代の文化は、貴族に代わって官界に進出した知識層などが担った。 

 

問13 空欄（ Ａ ）に該当する語句を、次のうちから選べ。 

 

(1)ウイグル   (2)吐蕃   (3)匈奴   (4)ホラズム 

 

問14 空欄（ Ｂ ）に該当する語句を、次のうちから選べ。 

 

(1)陳勝・呉広の乱  (2)黄巣の乱  (3)黄巾の乱  (4)八王の乱 
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問15 空欄（ Ｃ ）・（ Ｄ ）に該当する人物名の組合せとして最も適切なものを、

次のうちから選べ。 

 

(1)Ｃ－王建 Ｄ－班超  (2)Ｃ－班超 Ｄ－王建 

(3)Ｃ－秦檜 Ｄ－岳飛  (4)Ｃ－岳飛 Ｄ－秦檜 

 

問16 空欄（ Ｅ ）に該当する語句を、次のうちから選べ。 

 

(1)藩鎮  (2)形勢戸  (3)佃戸  (4)都護府 

 

問17 下線部①に関する記述として最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)李淵によって建国された。 

(2)官吏任用制度として九品中正（九品官人法）を創設した。 

(3)煬帝の時代、江南と華北とを結びつける大運河が完成した。 

(4)高句麗を滅ぼし、朝鮮半島を支配した。 

 

問18 下線部②に関する次のａ・ｂの記述の正誤の組合せとして最も適切なものを、

あとのうちから選べ。 

 

ａ．均田制・租調庸制が崩壊したため、代わって両税法が採用された。 

ｂ．募兵制の実施が困難になったため、代わって府兵制が採用された。 

 

(1)ａ－正 ｂ－正  (2)ａ－正 ｂ－誤 

(3)ａ－誤 ｂ－正  (4)ａ－誤 ｂ－誤 

 

問19 下線部③を建てた人物を、次のうちから選べ。 

 

(1)耶律阿保機  (2)ソンツェン＝ガンポ  (3)李元昊  (4)耶律大石 
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問20 下線部④を行った人物を、次のうちから選べ。 

 

(1)商鞅  (2)司馬炎  (3)楊炎  (4)王安石 

 

問21 下線部⑤に関する記述として適切でないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)完顔阿骨打（太祖）によって建国された。 

(2)独自の文字である女真文字がつくられた。 

(3)部族制に基づく骨品制という軍事・行政組織を維持した。 

(4)この国の時代に、道教の一派である全真教が成立した。 

 

問22 下線部⑥に関して、1138年、南宋の都とされた都市を、次のうちから選べ。 

 

(1)開封   (2)南海   (3)建康   (4)臨安 

 

問23 下線部⑦に関して、宋（北宋・南宋）の時代の文化についての記述として最も

適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)散文が盛んになり、欧陽脩・蘇軾（蘇東坡）などの名文家が出た。 

(2)司馬遷によって編年体の通史の『資治通鑑』が編纂された。 

(3)書家の王羲之が楷書・行書・草書を芸術的に完成させた。 

(4)訓詁学が改めて重視され、孔穎達らによって『五経正義』がつくられた。 
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第３問 次のＡ・Ｂの文章を読み、あとの各問いに答えよ。 

 

Ａ イギリス本国は、次第に①アメリカ植民地での課税を強化しようとした。これに対

して植民地の人々は、強硬な反対運動を展開し、1773 年には（   ）茶会事件に

発展した。本国は、この事件を重大視し、（   ）港を閉鎖するなどの強硬手段に

出た。植民地代表は、1774 年に会議を開いて本国に抗議し、翌年には武力衝突がお

こり、イギリス軍と植民地軍は戦争状態に入った。この独立戦争中、植民地代表が集

まって戦争目的を明確に打ち出したのが、②アメリカ独立宣言である。当初独立軍（植

民地軍）は苦戦したが、やがて③ヨーロッパ各国による支援や義勇兵の参加などを得

て、戦局は次第に独立軍に優勢となった。そして独立軍がヨークタウンの戦いでイギ

リス軍に決定的な勝利を収め、ようやく④アメリカ合衆国の独立が承認された。 

 

問24 空欄（   ）に該当する地名を、次のうちから選べ。 

 

(1)フィラデルフィア  (2)ニューヨーク  (3)ボストン  (4)プリマス 

 

問25 下線部①に関する記述として最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)印紙法はアメリカ植民地の人々の猛反発にあい、翌年撤廃された。 

(2)七年戦争に備えた戦費の確保などが目的であった。 

(3)タウンゼンド諸法には、砂糖法が含まれていた。 

(4)アメリカ植民地の人々は、治外法権を理由に課税に反対した。 

 

問26 下線部②に関する記述として最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)独立宣言を起草したのは、トマス＝ペインである。 

(2)独立宣言は、アメリカの 15 植民地の代表が参加して決議された。 

(3)独立宣言は、イギリスのロックらの自然法思想の影響を受けていた。 

(4)独立宣言では、先住民や黒人奴隷の基本的人権も取り上げられていた。 
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問27 下線部③に関して、アメリカ独立戦争をめぐるヨーロッパ各国の動きについて

の記述として適切でないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)ロシアのエカチェリーナ２世の提唱で、武装中立同盟が結成された。 

(2)独立戦争中、フランクリンはフランスの援助を得ることに成功した。 

(3)スペインはアメリカの強大化を恐れ、イギリスの側に立って参戦した。 

(4)フランスのラ＝ファイエットらが義勇兵として植民地軍に参加した。 

 

問28 下線部④に関して、アメリカ合衆国の独立を承認した条約を、次のうちから選

べ。 

 

(1)ロンドン条約   (2)ベルリン条約 

(3)ワシントン条約  (4)パリ条約 

 

Ｂ ナポレオン＝ボナパルトは、パリの士官学校を経て軍人となった。彼は⑤フランス

革命中は一時不遇の時もあったが、軍事面での活躍が評価されて各地に転戦した。

1799 年、ナポレオンは⑥クーデタによって実権を握り、ここにフランス革命は幕を閉

じた。1804 年、ナポレオンは国民投票での圧倒的支持を得て皇帝に即位した。こう

したナポレオンの動きに対して脅威を抱いた各国は、イギリスを中心として第３回対

仏大同盟を組織した。ナポレオンはイギリス艦隊に敗れたが、陸上ではオーストリア・

ロシア・プロイセンなどの各国の軍を破り、⑦ヨーロッパの大半の諸国を支配下に置

いた。しかし、やがて各国は解放戦争に立ち上がり、パリが占領されてナポレオンは

退位した。のちにナポレオンは一時復位するが、敗れて⑧大西洋の孤島に流された。 

 

問29 下線部⑤に関する記述として最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)八月十日事件ののち、封建的特権の廃止が宣言された。 

(2)ラ＝ファイエットやミラボーらは、共和政の樹立を主張した。 

(3)国民公会は、教会財産の没収やギルドの廃止を行った。 

(4)ジロンド派内閣は、オーストリアに対して宣戦を布告した。 
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問30 下線部⑥に関する記述として最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)このクーデタは、テルミドールのクーデタと称される。 

(2)ナポレオンはエジプト遠征から帰国して、このクーデタを実行した。 

(3)このクーデタにより、統領政府が打倒され、総裁政府が樹立された。 

(4)このクーデタののち、ナポレオンは公安委員会を中心に恐怖政治を行った。 

 

問31 下線部⑦に関する記述として適切でないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)ナポレオンを保護者として、西南ドイツ諸国を合わせてライン同盟を結成し

た。 

(2)ナポレオンはプロイセン・ロシア連合軍を破って、ティルジット条約を結ん

だ。 

(3)ナポレオンはポーランド地方にワルシャワ大公国を建て、フランスの属国と

した。 

(4)ナポレオンはモスクワで大陸封鎖令を発し、大陸諸国とイギリスとの通商を

全面的に禁じた。 

 

問32 下線部⑧に該当する島を、次のうちから選べ。 

 

(1)セントヘレナ島  (2)エルバ島  (3)コルシカ島  (4)シチリア島 
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第４問 次の文章を読み、あとの各問いに答えよ。 

 

 20 世紀前半の世界は二度の世界大戦を経験した。①第一次世界大戦において同盟国側

は連合国側に敗北し、ロシアでは②ロシア革命によって史上初の社会主義国家が誕生し

た。この革命は、19 世紀以来、自由主義・資本主義を原理として西欧諸国が支配してき

た世界体制に大きな動揺を与え、③植民地や従属地域における民族主義運動に新たなエ

ネルギーを提供することになった。 

 第一次世界大戦終結から第二次世界大戦勃発までの約 20 年間を両大戦間期という。

この時期には、④ヴェルサイユ体制とワシントン体制という国際秩序が⑤アメリカ・イ

ギリス・フランスなどの主導によって形成された。しかし、日本・⑥ドイツ・イタリア

などの国々は、この秩序に大きな不満を持っていた。⑦世界恐慌の勃発を大きな契機と

して「持てる国」と「持たざる国」との対立が激化し、世界情勢は緊張を増していった。

そして、ついに⑧第二次世界大戦が勃発した。二度の世界大戦での死者は、民間人も含

めると、あわせて数千万人にのぼると言われる。 

 

問33 下線部①に関する記述として適切でないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)この大戦の東部戦線において、ドイツ軍がロシア軍とのタンネンベルクの戦

いで大きな勝利を収めた。 

(2)この大戦で、当初中立を保っていたイタリアは、ドイツによる無制限潜水艦

作戦の強行をきっかけにイギリス側に立って参戦した。 

(3)この大戦中、イギリスは、フセイン（フサイン）・マクマホン協定を結んで

アラブ人にオスマン帝国からの独立を約束した。 

(4)この大戦では、戦車や航空機・毒ガスなどの新兵器が登場し、長期化したこ

ともあって、一般国民も軍需工場に動員されるなど、総力戦となった。 
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問34 下線部②に関する記述として最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)ロシア二月革命（三月革命）によって、皇帝ニコライ１世は退位し、ロマノ

フ朝が滅亡した。 

(2)ロシア二月革命ののち、ケレンスキーを中心とする臨時政府は、早期に講和

を結び戦争を終結させる方針を打ち出した。 

(3)ボリシェヴィキの指導者レーニンは、「すべての権力をソヴィエトへ」をス

ローガンとする四月テーゼを示した。 

(4)ロシア十月革命（十一月革命）ののち、ソヴィエト社会主義共和国連邦（ソ

連）が成立し、ドイツ側とブレスト＝リトフスク条約が結ばれた。 

 

問35 下線部③に関する記述として最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)インドでは、国民会議派のラホール大会でスワデーシ・スワラージが決議さ

れた。 

(2)ベトナムでは、アギナルドらによってインドシナ共産党が結成された。 

(3)ビルマ（ミャンマー）では、急進的な民族主義者らによってタキン党が結成

された。 

(4)インドネシアでは、スカルノらによってインドネシア共産党が結成された。 

 

問36 下線部④に関連して、ヴェルサイユ条約についての記述として適切でないもの

を、次のうちから選べ。 

 

(1)この条約によって、ドイツはアルザス・ロレーヌをフランスに返還した。 

(2)この条約によって、ドイツは軍備の保持を一切禁じられた。 

(3)この条約によって、ラインラントが非武装地帯とされた。 

(4)この条約が結ばれた時のフランスの首相は、クレマンソーである。 
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問37 下線部⑤に関して、1920年代のアメリカについての次のａ・ｂの記述の正誤の

組合せとして最も適切なものを、あとのうちから選べ。 

 

ａ．ハーディング・クーリッジ・フーヴァーの３代にわたって民主党出身の大

統領が続き、「永遠の繁栄」と称される好景気が続いた。 

ｂ．伝統的な白人社会の価値観に対する批判が強まり、日本を含むアジア系移

民の禁止が緩和された。 

 

(1)ａ－正 ｂ－正  (2)ａ－正 ｂ－誤 

(3)ａ－誤 ｂ－正  (4)ａ－誤 ｂ－誤 

 

問38 下線部⑥に関して、ヴァイマルで開催された国民議会で初代大統領に選出され

た人物を、次のうちから選べ。 

 

(1)エーベルト    (2)シュトレーゼマン 

(3)ヒンデンブルク  (4)カール＝リープクネヒト 

 

問39 下線部⑦に関して、この大恐慌への各国の対応についての記述として適切でな

いものを、次のうちから選べ。 

 

(1)アメリカのフランクリン＝ローズヴェルト大統領は、全国産業復興法（NIRA）

を制定して、企業による工業製品の価格協定を公認した。 

(2)イギリスのマクドナルド首相は、オタワ連邦会議を開き、イギリス連邦内で

のブロック経済化を推進した。 

(3)フランスでは政情不安が続いたが、1936 年には人民戦線内閣が成立し、社

会党のブルムが首相となった。 

(4)ソ連では、スターリンが重工業化の推進による社会主義建設を指示し、第１

次五カ年計画を開始した。 

 

問40 下線部⑧に関して、フランスがドイツに降伏したのち、南フランスに成立した

ヴィシー政権の指導者となった人物を、次のうちから選べ。 

 

(1)ブリアン  (2)ド＝ゴール  (3)ペタン  (4)フランコ 
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