
口次の文章を読み，問 1~7および問9について， 各設問の指示に従って選択肢の中から解答を選

びその記号をマーク解答用紙にマークせよ。問8の解答につい
ては，記述解答用紙の所定欄に記

入せよ。

13世紀初めチンギス ＝ハ ンに よ って建国された大モンゴル国は， 第2伐涅希~とで，当時中国北部を支配

していた［ヨを滅ぼし，バトゥをヨーロッパ遠征に派遣した。バトゥの遠征軍は1241胃iドと二とこ土之叉上と遅込
でポーランドとドイツ諸侯の連合軍を破ってキリスト教世界に大きな脅威を与えた。

モンゴルに関する情報を収集すべ

く，ローマ教皇インノケンティウス 4世やフランス王）レイ 9世は修道士を使節としてモンゴル高原のカラコルムに派造
(C)一―

した。

第 4 代皇帝モンケのもとで西アジア遠征に派遣された~ は， 1258年， バグダードを占領してア ；ヽバース朝を滅

ぼした。こうして，ユーラシア大陸の東西に伸びる世界史上最大の領土をもつ帝国が成立した。第5代皇帝のフビライ

は，大都を都として国号を元に改めた後， _1279年に南生を滅ぼして中国を統一した。元の中国統一はモンゴル帝国のも
(E) 

つ陸のネットワークを強化すると同時に，南宋のもっていた艦船や造船技術を引き継ぐこ と了~)内陸の遊牧民で少色ミ

ンゴル人が海域に進出することを可能にした。

14世紀にモンゴル帝国が弱体化すると，チャガタイ＝ハン国出身の軍人テイムールはモンゴル帝国の再典を意図して

1370年ティムール朝を建国した。テイムールは西トルキスタンからイランやイラク，さらにはアナトリアにも攻め入
(G) 

って1402年にアンカラの戦いでオスマン帝国軍を破った。テイムール朝は16世紀初頭に滅亡するが，テイムールの子孫
(H) 

バープルは，中央アジアから北インドに進出して，ムガル帝国の基礎を築いた。ムガル帝国の第3代皇帝アクパルは，

支配階級の組織化や税制改革をするとともに， ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の融合をはかる差竺竺!!!をすすめ，支
(I) 

配の基盤を固めようとした。

問1 次の記述のうち.@Diこっいて述べたものを 1つ選べ。

a. 慶暦の和約で．宋に臣下の礼をとることと引きかえに，宋から絹・銀 ・茶を獲得した。

b. 澄淵の盟を宋との間に結び． 宋から毎年絹20万匹．銀10万両を獲得した。

C. 300戸を 1謀克， 10謀克を 1猛安とする行政・ 軍事組織を編成した。

d. 耶律大石によって建国され，分裂したカラハン朝の一勢力を滅ぼした。
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問2 下線部 (B) について，下の地図の中からワールミ

ベ
ノュタットの戦いが行われた正しい楊所を示した記号を 1つ選

゜

a ． 

¥'¥l 

浚l

茎
A

問3 下線部 (C)Jレイ 9世について述べた次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 第3回十字軍に参加し，アイユープ朝のサラデインと戦った。

b. ローマ教皇と対立して，教皇庁をアヴィニョンに移した。

C. イギリス王ジョンからフランス国内の領土を奪って王権の拡大に努めた。

d. 南フランス諸侯の保護を受けていたアルビジョワ派を討伐した。

問4 8豆］の人物が建てた国あるいはその国での出来事について説明した次の記述のうち，最も適切なものを 1

つ選べ

a. ラシード＝アッディーンはペルシア語で「集史」を編築した。

b. ゴール朝を滅ぼしてアフガニスタンに勢力を伸ばした。

C. 宰相ニザーム＝アルムルクが， 官僚養成のための学院を各地に設立した。

d. トルコ系イスラーム王朝のホラズム＝シャー朝を滅ぼした。
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問5 下線部 (E)について，次の南宋を含む宋代に活躍した人物と関連する著作の組み合わせのうち，正しいものを

1つ選べ。

a. 司馬光 一ー 「四書集注J

b. 朱窯 —-「新五代史」

c. 周敦願 ー一「太極図説」

d. 欧陽脩 ーー 「資治通鑑j

問6 下線部 (F)元の海洋進出に関連する次の記述のうち，適切でないものを1つ選べ。

a. ビルマのパガン朝は．国力を高めて元軍の侵攻を撃退した。

b. ジャワでは，元軍の干渉を退けてマジャパヒト王国が成立した。

C • 弘安の役では，元 ・高麗 ・旧南宋の連合軍が日本に敗れた。

d. マルコ＝ポーロは陸路で大都に到着し，南シナ海からペルシア経由で帰国した。

問7 下線部 (G)に関連して．古代から近代までイランで成立した王朝について述べた以下の記述のうち，最も適切

なものを 1つ選べ。

a. アケメネス朝のキュロス2世は．新バピロニア王国を滅ぼし．バビロンに捕囚されていたユダヤ人を解放した。

b. ササン朝のアルダシール1世は．エデッサの戦いでローマ皇帝を捕虜とし．「イラン人および非イラン人の諸

王の王」という称号を用いた。

c, サファヴィ ー朝を建国したイスマーイールは．ペルシア湾の出口に位置するホルムズ島をポルトガルから奪取

した。

d. カージャール朝は． ロシアとの戦いに敗れ．ベルリン条約によってロシアに治外法権を認め．関税自主権を失

ったうえにカフカスの領土を割譲した。

問8 下線部 (H)に関連して， 16世紀のオスマン帝国におけるカピチュレーションとはいかなるものか， 30字以内で

説明せよ。なお，句読点も 1字として数えよ。

問9 下線部 (I)宗教政策の歴史に関連する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 313年にローマ皇帝コンスタンティヌス帝の発布したミラノ勅令は，キリスト教を国教とし，異教の信仰を全

て禁止することを定めた。

b. 1555年アウクスプルクの和議において， ドイツ諸侯の領邦では，領民による個人の信仰の自由が認められた。

C. 1598年にアンリ 4世の発布したナントの勅令は，フランス国内におけるプロテスタントの信仰を禁止した。

d. 1781年に神聖ローマ皇帝ヨーゼフ 2世の発布した宗教寛容令は，プロテスタントやギリシア正教徒に信教の自

由を認めた。

口 次の文章を読み，問1~10について，各設問の指示に従って選択肢の中から解答を選び，その記

号をマーク解答用紙にマークせよ。

1600年に設立されたイギリス東インド会社は インドヘの進出において大きな役割を担った。北アメリカでは特に
(A) (B)-ー一 (C) 

イギリスが16世紀末から東部で植民地を拡大し，フランスがカナダや内陸部に植民地を拡大した。

17~18世紀の大西洋を中心に，主にイギリス，フランスなどの商人が，武器などをアフリカに送り，それと交換で得

た奴隷をアメリカ大陸西インド諸島に送り，そこから砂糖や綿花などの農産物をヨーロッパに持ち込む大西洋三角貿

易が活発になった。 18世紀店サ旦旦旦旦は最大規模を記録した。奴隷狩りが行われたアフリカの多くの地域では， 青壮

年層が失われ，甚大な社会的被害を受けると共に，伝統的な社会が崩壊した。
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19世紀前半はヨーロッパの列強が有している情報はアフリカ沿岸部に関するものに限られていたがアフリカ内陸部

の探検が進む中で，列強はアフリカ進出の意欲を高めた。ヨーロッバ諸国の侵略に対する抵抗もみられたが 20世紀初

頭屑紅エ22カ大陸ほぼ全土が植艮堕位された。このよ
(E、)
つなアフリカでの植民地支配は20世紀半ばまで続いた。
(G) 

20世紀後半には多くの植民地が独立し(H)~ ~ • 特に1960『け「アフリカの年」と呼ばれた。独立後も，植民地時代の宗主国

の経済的利益に基づく輸出向けの単ー作物栽培の影響による脆弱な経済基盤や，宗主国によって作られた国境線に基づ

く影響により，民族対立による内戦がおこったほか軍事独裁政権が多く出現し，国家としての安定が難しい状況にあ

る。一方で特に2000年頃から
(J) 

ー アフリカでも経済成長を遂げる国も現，れていたが，新型コロナウィルス感染症の影響に

より他地域同様新たな局面を迎えている。

問1 下線部 (A)に関する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 17~18世紀にかけて，インド綿布の産出地であったインドの重要性が高まり，イギリス東インド会社はマドラ

ス，ボンベイ，ゴアを根拠地とした。

b. 1757年のプラッシーの戦いでは，イギリス東インド会社軍が，フランス軍をうしろ盾としたベンガル太守を破

った。

C. イギリス東インド会社は，インドにおける領土すべての直接支配を行い，納税の義務などを課し，人々の生活

は重税により困窮した。

d. インド大反乱後東インド会社は解散となり， 1877年にインドは独立を果たし，インド帝国が成立した。

問2 下線部 (B)について，第二次世界大戦後のインドに関する次の記述のうち， 適切でないものを 1つ選べ。

a. ガンデイーがとなえるイスラム教徒との融和を認めなかったヒンドゥー教徒急進派により，ガンディーは1948

年に暗殺された。

b. 1950年にカーストによる差別の禁止などの社会の近代化を目指す憲法が施行された。

C. 東パキスタンが分離・独立運動を開始すると，インドは軍事行動を開始し，独立を阻止しようとしたものの，

東パキスタンはバングラデシュとして1971年に独立した。 ． 

d. 1990年代には，イ ンド人民党を中心とした政権が成立し，経済の自由化や外資の導入を進めた。

問3 下線部 (C)について，北アメリカ植民地に関する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. イギリスからピューリタンを中心とする人々が北アメリカに移住し，ニューイングランド植民地が形成された。

b. 北アメリカ最初のイギリスの植民地であるサウスカロライナでは， 13植民地ではじめて立法議会が開かれた。

C. イギリスは，オランダのニューネーデルラント植民地を奪い取り，その中心地ニューアムステルダムをボスト

ンと改称した。

d. フレンチ＝インデイアン戦争に勝利したイギリスは， 1763年のユトレヒト条約でミシシッビ/II以東のルイジア

ナ，フロリダなどを獲得した。

問4 下線部 (D)について．奴隷貿易に関する次の記述のうち．最も適切なものを 1つ選べ。

a. 16~19世紀まで．アデン湾岸一帯は．大西洋三角貿易におけるアフリカの奴隷供給地の中心となった。

b. イギリスおよびイギリス植民地では.1833年に政府が奴隷所有者に補償を行うことで．奴隷制が廃止されたが．

その後も奴隷の密貿易は行われた。

C. アフリカ大陸西岸に位置するバンテン王国は．ヨーロッパ人との奴隷貿易によって強大化し．奴隷狩りで周辺

国から恐れられた。

d. イングランドのバーミンガムは， 18世紀に奴隷貿易の中心地として繁栄し．その後綿花や綿製品の取引都市と

して繁栄した。
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問5 下線部 (E}に関連する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. エジプトの民族遥動であったウラービー運動は， ヨーロ ッパ列強による内政干渉の排除などをもとめた武装蜂

起であったがイギリス軍の出兵で鎮圧された。

b. スーダンでは，マフデイー派がゴードン指揮下のフランス軍をハルツー
ムで破ったがその後エジプト・イギ

リス連合軍に鎮圧された。

c. アフリカ大陸南東沖の島であるカーボヴェルデでは18世紀末にメ I
）ナ王国が強大となっていたが 19世紀末の

フランス軍の攻撃によって王国は滅亡した。

d. イタリア軍はエチオビア北部の町アデイスアベバにおいてエチオピア軍に1896年に大敗した。

問6 下線部 (F) について，アフ リカ大陸の植民地化に関する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. オランダによって建設されたケープ植民地は，ウィーン会議でイギリス領となった。

b. リヴィングストンは，ベルギー国王の要請により，コンゴで現地交渉を行い， コンゴ植民地化の基礎を作った。

C. 1884~85年のパリ講和会議で，アフリカは 「無主の地」とみなされ，最初に占領した国が領有できるとする

「先占権」が承認された。

d. イギリスとフランスは， 1904年に英仏協商によ って，イ タリ アに対抗し， 1912年にモロ ッコはフランスの保護

国になった。

問7 下線部 (G)について以下の独立直前の宗主国と植民地 （現在の国名）の組み合わせのうち，最も適切なもの

を1つ選べ。

a. イギリス—ァンゴラ

b. イギリス—チュニジア

C. フランス ―ニジェール

d. フランス — ガーナ

問8 下線部 (H)について，アフリカ諸国の独立に関する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 首相となったンクルマ（エンクルマ）は，パン＝アフリカニズム運動を推進してガーナを独立に導き，アフリ

カ合衆国構想を唱えた。

b. アフリカの地域機構であるアフリカ統一機構 (OAU)は， 2002年に発足した政府間開発機構 (IGAD)に

基本理念が引き継がれ，消滅した。

C. 1955年にアジア ・アフリカの29カ国の代表がインドネシアのバンドンに集まって，アジア ＝アフリカ会議を開

催し，平和五原則を宣言した。

d. イギリスから独立した白人政権であった 南ローデシアは， 1980年にルワンダとして独立した。

問9 下線部 (I)について， 「アフリカの年」である1960年に独立した国を 1つ選べ。

a. モザンビーク

b. ガーナ

C. ナイ ジェ リア

d. ナミビア

741

ー

：
·

~

~

問10 下線部 (J)について， 2000年以降のアフリカでの動きに関する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 住民投票の結果南スーダン共和国がスーダンから分離独立した。

b. ソマリア内戦では，初めて武力行使を靱められた国連PKOが派遣された。

C. 南アフリカ共和国において大統領を務めたデクラークとマンデラは，アパルトヘイトの撤廃を進め， ノーベル

平和賞を受賞した。

d. ルワ ンダでは，ツチが結成したルワンダ愛国戦線とフツ中心のルワンダ政府の間で内戦がおこ り，7ツの民兵

が中心となって，ッチおよび穏健派フツに対する虐殺を行った。
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日 次 の文章を読み．問 1~10について各設問の指示に従って選択肢の中から解答を選びその記

号をマーク解答用紙にマークせよ。

18祉紀後半以降ヨーロッパ勢力の東アジアヘの進出が盛んになり 消に対する西洋列強の圧力が増大していった。

日本も開国，近代国家化を迫られること
(A) 

になった。その後日清間で朝鮮をめぐる対立と戦争が起きたがこの戦争に日
{B) (C) ― 

本が勝利すると，極東で南下を目指すロシアと日本の対立が深まり日露戦争が起きた。 ・
(D) 

日英同盟を根拠に日本も参戦協竺二込皿邑五邑では連合国が勝利し，ヴェルサイユ体制の『~旦旦旦星が発足した。

また第一次世界大戦は多くの国で社会的変革が生じる契機ともなりたとえば欧米に続き日本でも選挙権の拡大
(G) 

が実現した。

第一次世界大戦後，東アジア・太平洋地域を対象にワシントン体制も成立し国際秩序はある程度の安定をみせた

が 1929年に世翌盈壁が起きると，世界各地・各国に多大な連鎖的負の影響をもたらし， 日本を含む現状の国際秩序に
(H) 

不満を抱く国の間で軍国主義化・全体主義化が顕著となった。膨張主義的政策から国際的孤立を深めた日本ザi)旦且王

変から第二次世界大戦へと至る道を突き進んでいった。

第二次世界大戦後，国際社会はアメリカとソ連を軸とする東西冷戦の時代を迎えたが，それが東アジアにも波及する

中で朝鮮戦争が起き，アメリカの対日政策にも影響を与えた。また，皮肉なことに，この戦争から生じた朝鮮特需は日
(J) 
本の経済復興の足掛かりの 1つとなった。

問1 下線部 (A) に関連する次の記述のうち．最も適切なものを 1つ選べ。

a. アヘン戦争の講和条約として，清とイギリスの問に南京条約が結ばれ．九竜半島南端のイギリスヘの割譲が定

められた。

b. 望厖条約は.i青とアメ リカ間の修好通商条約でこれによりアメリカはイギリスとほぼ同じ権利を得た。

C • アロー戦争の講和条約としてアメリカの斡旋で渚とイギリス・フラ ンスとの間に北京条約が結ばれた。

d. ロシアと清はキャフタ条約を結び．黒竜江左岸をロシア領．ウスリー）II以東 （沿海州）を共同管理地と定めた。

問2 下線部 (B)に関連する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 江戸幕府は，アメリかとの間に日米修好通商条約を結び，下田・函館の 2港の開港．片務的な最恵国待遇など

が定められた。

b. 大日本帝国憲法の下に，立法機関として参議院と貴族院から成る議会が開設された。

C. 日清両国が結んだ初の修好通商条約である日消修好条規は，双方が制限的な領事裁判権を認めた。

d. 日本とロシアは日露和親条約を結び，樺太をロシア領，ウルップ以北の千島列島を日本領と定めた。

問3 下線部 (C) に関連する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 閑氏一族の専横に対して軍人たちが漢城で起こした壬午軍乱に乗じ，高宗が政権の蒋取を企てたが，清軍の介・

入により失敗に終わった。

b. 甲申政変では，金玉均らを中心とする開化派が一時政権を掌握したが，清軍の介入により新政府は倒され，金

・玉均は日本に亡命した。

C. 甲午農民戦争（東学の乱）では朝鮮政府が日本に援軍を要請すると，清も朝鮮に出兵し， 日清戦争へとつな

がった。

d. 日消戦争の講和条約として結ばれた下関条約で，山東半島・台湾 ・彬湖諸島の日本への割譲が定められた。
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問4 下線部 (D)に関連する次の記述のうち， 適切でないものを1つ選べ。
事件後も駐留を統け， 日本との対立が深まった。a. 義和団事件の際ロシア軍は東北三省を占領し，

b. 日露戦争の講和条約として調印されたポーツマス条約で，
日本は韓国の指導権・監督権などをロシアに認めさ

せたが賠償金を獲得することができなかった。

c. 日露戦争終結後， 8本と ロシアは日露協約を結ひ
··• 韓国と中国東北地方の東半分を日本の権益外モンゴルと

中国東北地方の西半分をロシアの権益として相互に承認した。

d. 日本は． 日露戦争終結後．大韓帝国との間に 1次から 3次に
わたる日韓協約を結び，韓国の植民地化を進めtヽ

~ o 

問5 下線部 (E)に関連する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 日本は，青島の戦いの結果，それまでドイツが租借していた青島を占領した。

b. 日本は．それまでドイツが領有していたマリアナ諸島・カロリン諸島・ソロモン諸島を占領し，第一次世界大

戦後も領有を続けた。

c. 寺内正毅内閣時日本は中国政府に二十ーカ条の要求を突きつけ，その大部分を承認させた。

d. ソヴィエト政権打倒のために行われたシベリア出兵には日本も参加したが，成果は上げられなかったため，他

国とともに日本軍も撤退した。

問6 下線部 (F)に関連する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 全加盟国によって構成される総会での議決については多数決が原則とされた。

b. 主要執行機関である理事会の発足時の常任理事国は，イギリス・フランス ・オランダ・日本の4カ国だった。
C. 労働者保護のため，ヴェルサイユ条約に基づいて，国際労働機関 (ILO)が，国際連盟付属の機関として創

設された。

d. 国際紛争について裁定するための国際連盟付属の機関として，常設国際司法裁判所がベルギーのプリュッセル
に設置された。

問7 下線部 (G)に関連する次の記述のうち．適切でないものを 1つ選べ。

a. イギリスでは.1918年の第4次選挙法改正で.21歳以上の男女に普通選挙権が与えられた。

b. ドイツでは.1919年にヴァイマル憲法が制定されて.20歳以上の男女の普通選挙権が保障された。
c. アメリカでは， 1920年にアメリカ全土で女性参政権が保障されるようになった。

d. 日本では， 1925年に25歳以上の男性に選挙権， 30歳以上の男性に被選挙権を与える普通選挙法が制定された。

問8 下線部 (H)に関連する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. アメリカでは，ニューデイ ールの産業政策として全国産業復興法が制定されたが，後に違憲判決を受けた。
b. アメ リカのフランク リン＝ローズヴェルト政権は，世界恐慌勃発後，経済圏を確保するため，ラテンアメリカ
諸国への介入と干渉を強めた。

C. イギリスは，世界恐慌に対処するため，カナダのトロントでイギリス連邦経済会議を開催し，連邦内での特恵
関税協定を結んだ。

d. 日本では，世界恐慌の勃発の後，金融恐慌が生じ．全国で倒産が起きて，第 1次若槻礼次郎内閣が総辞職する
事態となった。
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問9 下線部 (I)に関連する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 満州事変の発端となった柳条湖事件では，関東軍は奉天郊外の柳条湖で南満州鉄道を燥破したが， これを張作

採の仕業として軍事行動を開始した。

b. 満州事変に対する中国の提訴を受け．国際連盟が派遣したリットン調査団は．中国東北地方における日本の権 I 

益および満州国の成立を否認する報告書を発表した。

C. クリミア半島のヤルタで開かれた米・英・ソの首脳会談の結果ヤルタ協定が結ばれ，ソ連の対日参祓と南樺

太・千島の占領が合意された。

d. 日本では.1945年8月14日に御前会議が開かれ，ポツダム宣言の受諾が決定し．翌8月15日に降伏文書が調印
された。

問10 下線部 (J)に関連する次の記述のうち．最も適切なものを 1つ選べ。

a. アメ リカ軍を中心に，国際連合憲章に則った初めての国連軍が派遣された。

b. 国連軍・ 北朝鮮人民軍 ・韓国軍・ 中国人民義勇軍の間で休戦協定が結ばれた。

C. 日本では，朝鮮戦争中に，マッカーサーの指令で自衛隊が創設された。

d. サンフランシスコ平和条約で，沖縄と小笠原諸島はアメリカの信託統治領とされた。

口 次の文章を読み， 問 1~9について，各設問の指示に従って選択肢の中から解答を選び，その記

号をマーク解答用紙にマークせよ。

新型コロナウイルス咸染症は
(A):.:.: —-· 2019年末に中国武漢で初めて症例が確認されてから． またたく間に世界に広がった。

(B)一
その背景には． 国際社会における相互依存性の高まりがある。貿易を通じたモノやサービスの取引に加え．海外投資の

増大．国境をまたいだヒトの移動の活発化により世界中の国々の経済的な結びつきはかつてなく深まっていた。
(C)22:_ 

タル技術の進展も．さまざまな規制を乗り越えて グロー
(ol 

バル化を不可逆的に推し進める原動力となった。

衛生状態の格差も．新型コロナの感染燥発を許した一因である。発展途上諸国を中心に．手を洗う設備がない住居に
(E) 

住み．水洗式トイレを利用できない人々が多く存在する。汚水泄漑で作られた食糧や不衛生な市場で販売された生鮮食

品を日常的に口にしている人たちも少なくない。また．貧困や飢餓にあえぐ人々も数多い。
(F) 

地球環境の悪化がも・たらす被害はますます深刻になりつつあるが今回のコロナバンデミックは，景気後退が気候変
(G) 
動の解決策にはならないことを示す機会にもなった。今世紀末までに．産業革命以前に比べて気温上昇を 2℃未満．あ

るいはそれよりも十分に低い1.5℃未満に抑える努力を追求すると¥,,門1:―「；了］が定めた目標を達成するには．温室

効果ガスの排出量を2020年から2030年にかけて前年比で7.6%ずつ減らす必要がある。2020年の減少率はこの目標値と

ほぽ一致するが．コロナ禍による大幅な景気後退によってもたらされたものである。すなわち．景気後退で気候変動対

策の目的を達成するには．世界のGDPを毎年.2020年と同様のペースで減少させなければならないことを意味する。

しかしながら．そのようなことをすれば失業が蔓延し．生活は破壊されかねない。

問 1 下線部 (A)について．感染症に関する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 14世紀後半にヨーロッパをおそった黒死病（ペスト）は，社会 ・経済の混乱をまねいて，ヨーロ ッパの絶対王

政が衰退に向かう一因ともなった。

b. 15世紀末のスペイ ンの進出によってアメリカに感染症が持ち込まれ，その拡大がインディオの人口激減の一因

ともなった。

C. 19世紀後半にナプデブレが細歯によってコレラ感染が広まること を明らかにしてから，公衆衛生の概念が確立し

た。

d. 第二次世界大戦末期に大流行したスペイン風邪では全世界で2000万人から5000万人と戦死者を上回る犠牲

者を出したと推定されている。
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のを 1つ選べ。

問2 下線部 (8)について中国に関する次の記述のうち，最も適切なも

a. 前221年に中国を統一した秦の始皇帝は．郡県制を全国に施行し
て地方分権化をはかるとともに貨幣・ 度祉

衡の統一や焚掛・坑儒による思想統ーなどで， 皇帝権力の強化をおし
すすめた。

当時の黒竜江沿いに南進していたロ

b. 17世紀末以降中国清朝の支配領域は大きく広がり乾隆帝の時代には，

シアと戦い，ネルチンスク条約を結んで国境を定めた。

C • 1949年に毛沢東が中華人民共和国の建国宣言を行った直後に，
ソ連・東欧諸国 ・インドが承認したが，米国の

正式承認は79年のニクソン政権まで待たねばならなかった。

d. 1989年6月の天安門事件では学生や市民による民主化運動が人民解放軍によっ
て武力鎮圧された結果多く

の死倍者と逮捕者を出し，民主化運動を抑えることができなかった責任を問われ
た趙紫陽は中国共産党総書記を

解任された。

問3 下線部 (C)についてデジタル技術などの情報通信技術に関する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べo

a. 1837年に電磁石を応用した最初の電信機とモールス信号を考案したマルコーニは， 1844年にワシントン ・ボル

ティモア間に世界最初の砲信線を架設した。

b. 1851年に世界初の海底電信ケーブルがドーヴァー海峡に開局して以降大洋航路にそって大西洋間，さらには

イギリス・インド間にも海底電信ケープルが敷設された。

C. 1969年にアメリカで国務省の支援のもと，大学や研究機関を接続する通信ネットワークとして始まったイ ンタ

ーネッ トは，1990年代には商業利用が世界的に急拡大した。

d. パソコンやインターネットの普及による情報通信技術の進化はグローバル化を加速すると同時に，国内のデジ

タルデバイドの解消にも貢献している。

問4 下線部 (D)について，グローバル化に関する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 1973年に始まった「関税と貿易に関する一般協定」 (GATT)ウルグアイ＝ラウンドでは，農産物ゃサーピ

ス貿易の自由化を巡って先進国間でも利害が対立し，交渉はしばしば暗礁に乗り上げた。

b. 資本市場の自由化により， とくに投機的資金の動きによって金融や株式市場に混乱をきたし，1990年代に中南

米，アジア，ロシアなどで通貨危機が発生した。

. C. 1995年，通商紛争の調停機能をもつ世界貿易機関 (WTO)が発足するが， 21世紀に入ると貿易自由化交渉の

舞台は二国間ないし地域レベルでの関税同盟へとシフトしていった。

d. 2017年に登場した米国オバマ政権下での「アメリカ＝ファースト」の主張に見られるように，先進国において

も， グローバル化による格差拡大への反発から反グローバリズムやネオナショナリズムの動きが現れている。

問5 下線部 (E)について．発展途上国に関する次の記述のうち．最も適切なものを 1つ選べ。

a. 軍部ク ーデタで実権を握った李承晩韓国大統領のように政治運動や社会運動を抑圧しながら強権的に工業化

を進める体制は．開発独裁と呼ばれる。

b. 慢性的貧困に苦しむ発展途上国の開発を目的に，貿易や援助を中心とした国際協力を推進するための国連貿易

開発会議 (UNCTAD)は.1948年にジュネーヴで第 1回の会議が開かれて以降．常設化された。

C. バティスタ政権を倒してキューバ革命を果たしたカストロ政権が，アメリカ資本を含む大企業を国有化すると，

アメリカは1961年に国交を断絶した。

d. 1967年にインドネシア・マレーシア・フィリビン・プルネイ ・タイによって設立された東南アジア諸国連合

(A SEAN)は当初は反共同盟的性格をもっていたがベトナム戦争後は地域紛争の自主的平和的解決と政

治・経済協力を前面に掲げるようになった。
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問6 下線部 (F) について，貧困や飢餓に関する次の記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. 1798年にリカードは 「人口論」を著し，人口は幾何級数的に増加するが食糧生産は土地資源によって制約さ

れるというアンバランスによって食糧不足が生じ．それが飢えや病．戦争をもたらすため，人口を減少させると

唱えた。

b. 1840年代半ばのアイルランドでは，ジャガイモの疫病による凶作が発生し，それによる飢饉で100万人以上が

飢餓や病気で死亡したと推定される。

C • 多くが貧困状態に置かれている難民には.1967年に国連で採択された「難民の地位に関する条約」で定義され

た人種・宗教・政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるために国外に逃れた人々などが含まれる。

d. 世界の飢餓人口が増加するのは, 1990年代以降継続的に，世界の穀物需要量が生産量を上回っているからであ

り．それに伴い．在庫率も安全在庫水準とされる17~18%を大きく下回っている。

問7 下線部 (G) について，地球環境の悪化に関する次の記述のうち， 適切でないものを 1つ選べ。

a. 1972年，スウェーデンのストックホルムで環境問題について議論された国連人間環境会議で， 「人間環境宣言」

が採択された。

b. オゾン層の保護を国際的に進めることを内容として 1987年にモントリオール議定書が採択された。

c. 環境問題の深刻化を受け， 1992年に，「環境と開発に関する国連会議」（地球サミ ット） がプラジルのリオデジ

ャネイロで開催された。

d. 国連環境計画 (UNEP)は，地球サミ ットの成果を実施するために設立されたプログラムで，事務局がケニ

アのナイロビに置かれた。

問8 下線部 (H) について．産業革命に関する次の記述のうち．最も適切なものを 1つ選べ。

a. 1769年にニューコ メンの蒸気機関の改良による動力部門における発明は，イギリスの綿工業を繁栄させただけ

でなく，大規模な機械制工業の発達や，その他の関連分野の飛躍的な発展にもつながった。

‘
 

b. 大星の原料や製品を迅速かつ安価に輸送するため， 1807年のスティーヴンソンによる蒸気船， 1814年のフルト

ンによる蒸気機関車の制作などの交通革命が起きた。

C. 1824年の団結禁止法廃止後に労働組合が結成されたイギリスでは， 1833~34年にオーウェン指導による全国労

働組合大連合が結成され，労働者の連帯が進んだ。

d. 1830年の七月革命を機に本格化したフランス産業革命は， リヨンを中心とする重化学工業分野を中心に始まっ

た。

問9 空欄 (I)に入るべき語句としてもっとも適切な ものを 1つ選べ。

a. 気候変動枠組み条約

b. 京都議定書

C. コペンハーゲン会議

d. パリ協定

！
 

〔以下余白〕
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