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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、20 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。 

 

18 世紀以降、イギリスとフランスは、大西洋をはさんでヨーロッパ大陸とアメリカ

大陸で戦いをくりかえした。両国は植民地をめぐって争い、①七年戦争と同時に展開さ

れたフレンチ=インディアン戦争の結果、②北アメリカでイギリスの優位が確立した。北

アメリカにおける優位を背景に大西洋をおさえたイギリスは、いわゆる③三角貿易を展

開した。そこでたくわえられた資本が18世紀後半の④産業革命の基盤の一つとなった。

しかし、植民地戦争はイギリスとフランスにとって大きな負担となった。イギリスは戦

争による財政赤字を軽減するため、北アメリカの植民地に対する課税を強化した。これ

に対して⑤植民地側は激しく抵抗した。当初、独立を主張する者は少数であったが、本

国への反発は武力衝突へと発展し、ついに⑥アメリカ独立戦争となった。また、フラン

スも⑦たびかさなる戦争や宮廷の奢侈などによって財政破綻におちいった。国王は貴族

への課税強化策をとろうとして三部会を招集したが、これをきっかけに⑧フランス革命

がおこった。フランス革命末期の混乱のなかから頭角をあらわした⑨ナポレオンはクー

デタによって独裁権をにぎり、軍を進めてヨーロッパ大陸のほとんどを支配下においた。

そうしたなか、各地で民族意識が高まりをみせ、スペインの影響力が弱まった⑩ラテン

アメリカにおいても独立への動きを呼びおこした。 

 

問１ 下線部①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．オーストリアがシュレジエンの奪還をめざして、プロイセンと戦った。 

ｂ．プロイセンは、長年の敵国フランスと同盟を結んだ。 

 

(1)ａ－正 ｂ－正  (2)ａ－正 ｂ－誤 

(3)ａ－誤 ｂ－正  (4)ａ－誤 ｂ－誤 

 

問２ 下線部②に関して、北アメリカのイギリス植民地で最初に植民地議会が開かれ

た地を、次のうちから選べ。 

 

(1)ヴァージニア  (2)ニュージャージー 

(3)ジョージア   (4)マサチューセッツ 
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問３ 下線部③に関して、18世紀のイギリスの三角貿易の拠点として繁栄した港町と

して最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)マンチェスター  (2)フィラデルフィア 

(3)リヴァプール   (4)バーミンガム 

 

問４ 下線部④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)領主らが農民から農地を取りあげて牧場にする囲い込みが行われた。 

(2)ハーグリーヴズが多軸紡績機(ジェニー紡績機)を発明した。 

(3)ワットが考案した蒸気機関をニューコメンが改良した。 

(4)ダービーがコークスにかわって石炭を用いる製鉄法を開発した。 

 

問５ 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)ボストン港閉鎖に抗議するボストン茶会事件がおこった。 

(2)トマス=ジェファソンは、『コモン=センス』で植民地の独立を主張した。 

(3)弾圧法の撤廃を求める第１回大陸会議がニューヨークで開催された。 

(4)印紙法の制定に対して、「代表なくして課税なし」の主張がうち出された。 

 

問６ 下線部⑥に関して、植民地側に立って参戦した国を、次のうちから選べ。 

 

(1)ロシア  (2)デンマーク  (3)スペイン  (4)プロイセン 

 

問７ 下線部⑦に関して、ルイ14世の時代に行われた戦争に該当しないものを、次の

うちから選べ。 

 

(1)スペイン継承戦争    (2)オランダ戦争 

(3)オーストリア継承戦争  (4)ファルツ戦争(アウクスブルク同盟戦争) 
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問８ 下線部⑧に関する次のＡ～Ｃの出来事を年代の古い順に正しく並べたものを、

あとのうちから選べ。 

 

Ａ．男性普通選挙などを定めた憲法が採択された。 

Ｂ．領主裁判権や教会への十分の一税が無償で廃止された。 

Ｃ．ジロンド派内閣がオーストリアに宣戦を布告した。 

 

(1)Ａ→Ｂ→Ｃ  (2)Ａ→Ｃ→Ｂ  (3)Ｂ→Ａ→Ｃ 

(4)Ｂ→Ｃ→Ａ  (5)Ｃ→Ａ→Ｂ  (6)Ｃ→Ｂ→Ａ 

 

問９ 下線部⑨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)イギリスとの間でティルジット条約を結んだ。 

(2)ブリュメール 18 日のクーデタで総裁政府を倒した。 

(3)プロイセンを中心にライン同盟を結成させた。 

(4)トラファルガーの海戦でイギリス艦隊に勝利した。 

 

問10 下線部⑩に関する次の文章中の空欄（ Ａ ）・（ Ｂ ）に該当する語句の組

合せとして正しいものを、あとのうちから選べ。 

 

    ラテンアメリカでは、植民地生まれの白人である（ Ａ ）が独立運動の中

心となり、コロンビアなどの南アメリカ大陸北部の国々は（ Ｂ ）らの指導

によって独立を達成した。 

 

(1)Ａ－クリオーリョ Ｂ－シモン=ボリバル 

(2)Ａ－メスティーソ Ｂ－シモン=ボリバル 

(3)Ａ－クリオーリョ Ｂ－サン=マルティン 

(4)Ａ－メスティーソ Ｂ－サン=マルティン 
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第２問 次のＡ・Ｂの文章を読み、あとの各問いに答えよ。 

 

Ａ ①ウィーン会議は、フランス革命とナポレオンによる戦争がもたらした混乱を収拾

し、革命前の旧体制の復活をめざすものであった。会議で主張された正統主義と大国

による勢力均衡の原則のもとでもたらされた国際秩序をウィーン体制と呼んでいる。

そして、②神聖同盟や四国同盟が結成され体制の強化がはかられた。しかし、ヨーロ

ッパ各地でおきた③自由主義やナショナリズムの動きによって、ウィーン体制は動揺

をつづけた。これらの動きは、ウィーン体制のもとで弾圧されていたが、ついに、フ

ランスの④七月革命がウィーン体制を大きく動揺させることになった。一方、イギリ

スでは社会的地位を高めた産業資本家を中心に⑤自由主義的な改革が始まった。 

 

問11 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)ドイツでは、オーストリアをのぞいて、ドイツ連邦が結成された。 

(2)会議では、フランスのタレーラン外相が正統主義の原則を提唱した。 

(3)会議は、オーストリア外相(のち宰相)のカニングが主導した。 

(4)ロシア皇帝を君主とするワルシャワ大公国が成立した。 

 

問12 下線部②に関して、君主が神聖同盟に参加しなかった国を、次のうちから選べ。 

 

(1)イギリス  (2)フランス  (3)ロシア  (4)プロイセン 

 

問13 下線部③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)イタリアでは、秘密結社のカルボナリが蜂起した。 

(2)ドイツでは、ブルシェンシャフトと呼ばれる学生組合の運動が高まった。 

(3)ロシアでは、農民たちによるデカブリスト(十二月党員)の乱がおこった。 

(4)スペインでは立憲革命がおきたが、フランス軍の介入によって挫折した。 

  



7 
 

 

問14 下線部④に関して、七月革命とその影響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)この革命のきっかけは、ルイ 18 世の反動政治が強化されたことにあった。 

(2)この革命の結果、ブルボン家のルイ=フィリップが国王に即位した。 

(3)この革命の結果、ベルギーで市民が蜂起し、フランスからの独立を宣言した。 

(4)この革命をモチーフに、ドラクロワが「民衆を導く自由の女神」を描いた。 

 

問15 下線部⑤に関して、イギリスで第１回選挙法改正が実現した時期を、次の略年

表のうちから選べ。 

 

年代 出来事 

 

1829年 

 

1838年 

 

1849年 

 

(1) 

カトリック教徒解放法の制定

(2) 

人民憲章の公表 

(3) 

航海法の廃止 

(4) 
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Ｂ ⑥1803 年にミシシッピ川以西のルイジアナを手に入れ、領土を倍増させたアメリカ

合衆国は、さらに領土を拡大していった。第７代大統領に西部出身者としては初めて

⑦ジャクソンが就任し、ジャクソニアン=デモクラシーと呼ばれる政治を行った。西部

開拓が進行する一方で、⑧南部と北部の対立が顕在化した。そして、1861 年、連邦を

離脱した南部諸州がアメリカ連合国を結成し、ついに⑨南北戦争が開始された。当初

は南軍有利で展開したが、リンカン大統領が⑩奴隷解放宣言を出したのち、北軍が反

撃に転じ、1865 年に南部の首都が陥落して、４年間にわたる戦争は終わった。 

 

問16 下線部⑥に関して、アメリカがミシシッピ川以西のルイジアナを手に入れた経

緯として最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)パリ条約に基づいて、イギリスから譲渡された。 

(2)スペインから買収した。 

(3)メキシコとの戦争に勝利して、割譲された。 

(4)フランスから買収した。 

 

問17 下線部⑦に関して、ジャクソン大統領の時代の出来事についての次の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．女性解放運動の高まりを背景に、女性参政権を実現した。 

ｂ．ミシシッピ川以西へ先住民を強制移住させる法律を制定した。 

 

(1)ａ－正 ｂ－正  (2)ａ－正 ｂ－誤 

(3)ａ－誤 ｂ－正  (4)ａ－誤 ｂ－誤 

 

問18 下線部⑧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)綿花を栽培する南部は自由貿易を要求した。 

(2)ミズーリ協定の成立で南北の対立は激化した。 

(3)南部の奴隷主たちは連邦主義の立場をとった。 

(4)工業が発展した北部は民主党の支持基盤であった。 

 

 



9 
 

問19 下線部⑨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)この戦争で、ヴァージニア州は北部側に立った。 

(2)この戦争中に開通した大陸横断鉄道が、北軍によって軍事利用された。 

(3)この戦争中、西部の支持を得るため、連邦政府によってホームステッド法が

制定された。 

(4)この戦争で最大の激戦となったのはレキシントンの戦いであった。 

 

問20 下線部⑩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)この宣言を記念して、ストウが『アンクル=トムの小屋』を著した。 

(2)この宣言には、国内外の世論の支持を取りつけるという目的もあった。 

(3)奴隷から解放された黒人に土地は分配されなかったので、多くは小作人とな

った。 

(4)南部ではクー=クラックス=クラン(ＫＫＫ)などの秘密結社が組織され、黒人

への迫害が続いた。 
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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 ①清仏戦争や日清戦争に清が敗北したことにより、洋務運動の限界が露呈した。こ

うした事態をうけ、1898 年には、②日本の明治維新にならった立憲君主制国家への改

革が試みられた。一方、列強の侵略によって困窮した民衆の排外運動を吸収した③義

和団が、華北一帯に勢力を拡大したが、列国の連合軍の前に敗れた。そして事件後、

列国と清朝との間で④北京議定書(辛丑和約)が結ばれた。ロシアは、議定書締結後も

満州に兵力を残したため日本との対立が深まり、ついに日露戦争が勃発した。日露戦

争は日本軍優勢で展開したが、日本は国力の問題などから、⑤ロシアは国内情勢の問

題などから戦争継続が困難となり、アメリカ大統領の調停でポーツマス条約を締結し

た。 

 

問21 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)この戦争は、フランスがタイの宗主権を主張したことがきっかけであった。 

(2)この戦争がおこったとき、すでにフランスは清から広州湾を租借していた。 

(3)この戦争には、曾国藩がひきいる黒旗軍も参加し、フランス軍と戦った。 

(4)この戦争の結果、天津条約が結ばれ、清はフランスの主張を認めた。 

 

問22 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．康有為や梁啓超が中心となって同治帝にはたらきかけ、この改革を進めよ

うとした。 

ｂ．この改革は、西太后を中心とする保守派の抵抗により失敗した。 

 

(1)ａ－正 ｂ－正  (2)ａ－正 ｂ－誤 

(3)ａ－誤 ｂ－正  (4)ａ－誤 ｂ－誤 
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問23 下線部③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)義和団は、仇教運動と呼ばれる反キリスト教運動を背景として、勢力をのば

した。 

(2)義和団は「扶清滅洋」と唱え、北京に入城した。 

(3)義和団の勢いをみた清朝は、列国に宣戦を布告した。 

(4)日本・ロシア・イギリスの３カ国の連合軍が出兵し、義和団を鎮圧した。 

 

問24 下線部④の内容として最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)イギリスへの九竜半島南部の割譲 

(2)ロシアへの沿海州の割譲 

(3)外国軍隊の北京駐屯権の承認 

(4)日本への澎湖諸島の割譲 

 

問25 下線部⑤に関連して、日露戦争後にロシアでおきた出来事を、次のうちから選

べ。 

 

(1)ストルイピン首相による農業改革の実施 

(2)アレクサンドル２世による農奴解放令の発布 

(3)アラスカのアメリカ合衆国への売却 

(4)ドイツとの再保障条約の締結 
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Ｂ 19 世紀、ヨーロッパ列強がくりひろげた植民地争奪戦と侵略に直面した西アジア

諸国では、さまざまな改革が行われ、民族運動も発生した。⑥エジプトでは諸外国の

干渉に対する抵抗運動がおこった。オスマン帝国では、西欧化改革が開始され、1876

年にミドハト憲法が発布された。しかし、⑦1877 年におこったロシア=トルコ(露土)

戦争を口実に、⑧ミドハト憲法は停止された。これに不満をいだいた青年知識人・将

校（「青年トルコ人」）は「統一と進歩団」に結集し、1908 年にクーデタをおこしてミ

ドハト憲法を復活させ、専制政治を倒した。また、当時⑨カージャール朝の支配下に

あったイランでは、19 世紀末に⑩タバコ=ボイコット運動がおこった。 

 

問26 下線部⑥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)当時のエジプトは、ムハンマド=アリー朝のもと、オスマン帝国から事実上

自立していた。 

(2)イギリスのディズレーリ首相はスエズ運河会社の株を買収し、エジプトへの

介入を強めた。 

(3)イギリスは、ウラービー(オラービー)の反乱を鎮圧して、エジプトを事実上

の保護国とした。 

(4)エジプトのマフディー派は、ゴードンが指揮するイギリス軍を破ったが、最

終的には制圧された。 

 

問27 下線部⑦の後の列国間の関係を調整するためにベルリン会議が開かれた。この

会議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)この会議は、ドイツ皇帝ヴィルヘルム２世の提唱により開催された。 

(2)この会議の結果、サン=ステファノ条約は破棄された。 

(3)この会議の結果、オーストリアはアルバニアの占領と行政権を認められた。 

(4)この会議の結果、セルビア、モンテネグロ、ギリシアの独立が承認された。 

 

問28 下線部⑧に関して、ミドハト憲法を停止した人物を、次のうちから選べ。 

 

(1)アブデュルハミト２世      (2)アブデュルメジト１世 

(3)イブン=アブドゥル=ワッハーブ  (4)サイイド=アリー=ムハンマド 
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問29 下線部⑨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．ロシアとの戦争に敗れたカージャール朝は、トルコマンチャーイ条約を結

んでアルメニアの大半をロシアに割譲し、治外法権も認めた。 

ｂ．19 世紀半ば、列強の侵略やカージャール朝の専制に対して、貧困農民や中

小の商人などが、バーブ教徒の乱と呼ばれる反乱をおこした。 

 

(1)ａ－正 ｂ－正  (2)ａ－正 ｂ－誤 

(3)ａ－誤 ｂ－正  (4)ａ－誤 ｂ－誤 

 

問30 下線部⑩に関して、この運動に特に大きな影響を与えたイラン出身の思想家を、

次のうちから選べ。 

 

(1)ティラク   (2)アフガーニー 

(3)アギナルド  (4)レザー=ハーン 
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第４問 次の文章を読み、あとの各問いに答えよ。 

 

 ①第一次世界大戦は参戦国が国力をあげて戦う総力戦となり、戦後の世界に大きな変

化を生んだ。大戦中の 1917 年に②ロシア革命が、1918 年にはドイツでも革命がおこっ

て、旧来の帝政が打倒されて共和政が宣言された。また、世界大戦による経済的打撃が

大きかったイギリスやフランスにかわってアメリカ合衆国が国際的な影響力を強めた。

ヴェルサイユ条約で課せられた巨額の賠償金で経済危機におちいったドイツを救った

のも、③アメリカ合衆国の支援であった。 

 1929 年、④アメリカ合衆国でおこった恐慌は、世界恐慌となってヨーロッパ諸国や

日本などを震撼させた。イギリスやフランスは植民地などをふくめた経済ブロックを

形成して世界恐慌をのりきろうとした。一方、両国のような広大な植民地をもたない

⑤イタリアではファシズムが台頭した。また、ドイツではヴェルサイユ体制への国民

の不満をたくみにすいあげた⑥ヒトラーが政権を獲得した。アジアにおいては、日本

が中国への進出を強化することによって経済危機をのりきろうとしたが、⑦日中戦争

をひきおこし、泥沼へと踏み込んでいった。そして 1939 年、⑧第二次世界大戦が始ま

った。 

 ドイツに対する連合国側の勝利が確実となった1945年２月、⑨ヤルタ会談が開かれ、

戦後処理などが話し合われた。７月、連合国は、戦争を継続する日本に対して⑩ポツダ

ム宣言を出し、受諾をせまった。そして８月、日本がポツダム宣言を受け入れ、第二次

世界大戦は連合国側の勝利に終わった。 

 

問31 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)ドイツ軍はタンネンベルクの戦いでロシア軍に敗北した。 

(2)戦車・毒ガス・航空機などの新兵器が登場し、被害を大きくした。 

(3)アメリカ合衆国は、ドイツによる無制限潜水艦作戦をきっかけに、ドイツ側

に宣戦を布告した。 

(4)イタリアは三国同盟に加わっていたが中立を宣言し、やがて連合国側として

参戦した。 
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問32 下線部②に関する次のＡ～Ｃの出来事を年代の古い順に正しく並べたものを、

あとのうちから選べ。 

 

Ａ．ケレンスキーが臨時政府の首相となった。 

Ｂ．「平和に関する布告」が発表された。 

Ｃ．ニコライ２世が退位した。 

 

(1)Ａ→Ｂ→Ｃ  (2)Ａ→Ｃ→Ｂ  (3)Ｂ→Ａ→Ｃ 

(4)Ｂ→Ｃ→Ａ  (5)Ｃ→Ａ→Ｂ  (6)Ｃ→Ｂ→Ａ 

 

問33 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)シュトレーゼマンがレンテンマルクを発行した。 

(2)ヤング案によって賠償総額が減額され、支払い期間も延長された。 

 (3)常任理事国であるアメリカの支持を受けて国際連盟に加盟した。 

(4)アメリカの資金援助によってアウトバーン(自動車専用道路)が建設された。 

 

問34 下線部④の対策としてアメリカ大統領が推進したニューディール政策とは、具

体的にどのような政策であったか。最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)労働者の団結権などを規定したワグナー法を廃止した。 

(2)全国産業復興法(ＮＩＲＡ)により公共事業を廃止した。 

 (3)農業調整法(ＡＡＡ)により農産物価格を引き下げた。 

(4)テネシー川流域開発公社(ＴＶＡ)を設立して、雇用の促進をはかった。 

 

問35 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)ローマ進軍によりムッソリーニが首相に就任した。 

(2)国民の不満をそらすため、エチオピアに侵攻した。 

 (3)スペイン内戦には不干渉政策をとった。 

(4)日本・ドイツに続いて国際連盟を脱退した。 
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問36 下線部⑥に関する次のＡ～Ｃの出来事を年代の古い順に正しく並べたものを、

あとのうちから選べ。 

 

Ａ．再軍備を宣言した。 

Ｂ．ロカルノ条約を破棄した。 

Ｃ．全権委任法を成立させた。 

 

(1)Ａ→Ｂ→Ｃ  (2)Ａ→Ｃ→Ｂ  (3)Ｂ→Ａ→Ｃ 

(4)Ｂ→Ｃ→Ａ  (5)Ｃ→Ａ→Ｂ  (6)Ｃ→Ｂ→Ａ 

 

問37 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)日中戦争が始まると、中国国民党と中国共産党の間で第２次国共合作が成立

した。 

(2)戦争に反対して、北京などの都市を中心に五・四運動がおこった。 

 (3)盧溝橋事件と呼ばれる日本軍と中国軍の軍事衝突がきっかけとなった。 

(4)日本は重慶政府に対抗し、汪兆銘を首班とする親日政権を南京に設立させた。 

 

問38 下線部⑧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)ドイツ軍は、デンマーク・ノルウェー・スウェーデンを占領した。 

(2)ド=ゴールによって、自由フランス政府がヴィシーに樹立された。 

 (3)独ソ戦が始まると、アメリカは武器貸与法を成立させた。 

(4)ドイツ軍がポーランドに侵入すると、ソ連もポーランドに侵入した。 

 

問39 下線部⑨に参加した人物の組合せとして最も適切なものを、次のうちから選べ。 

 

(1)フランクリン=ローズヴェルト・チャーチル・蔣介石 

(2)フランクリン=ローズヴェルト・蔣介石・スターリン 

 (3)スターリン・チャーチル・フランクリン=ローズヴェルト 

(4)スターリン・アトリー・フランクリン=ローズヴェルト 
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問40 下線部⑩に明記された内容として適切でないものを、次のうちから選べ。 

 

(1)日本は無条件降伏すること。 

(2)日本は連合国の占領下におかれること。 

 (3)植民地であった朝鮮、台湾に賠償金を支払うこと。 

(4)戦争犯罪人は処罰されるべきこと。 

  



18 
 

  



19 
 

  



20 
 

 




