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注 意 事 項

l. 試験開始の指示があるまで、問題冊子および解答用紙には手を触れないこと。

2. 問題は2～ 8ベ←ジに記載されている。試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁 ・乱丁および解

答用紙の汚損等に気付ーいた場合は、 f-ーを挙げて監督員に知らせること。

3. 解搭はすべてHBの黒鉛筆またはHBのシャープペンシYレで記入すること。

4. マ←ク解答用紙記入上の注意

(1) 印刷きれている受験番号が、白分の受験番号と一致していることを確認したうえで、氏名欄に氏名を

記入すること。

(2) マーク欄にははっきりとマ←クすること。また、訂正する場合は、消しゴムで丁壊に、消し残しがな

いようによ く消すこと。

マークする時1・ 良い G 悪い ＠ 悪い

マークを消す時10良い G 悪い 心 悪い

5. 記述解答用紙記入土の注意

(1）記述解答用紙の所定欄（ 2カ所）に、氏名および受験番号を正確に丁寧に記入すること。

(2）所定欄以外に受験番号 ・氏名を記入した解答用紙は採点の対象外となる場合がある。

(3) 受験番号の記入にあたっては、次の数字見本にしたがい、読みやすいように、正確に丁療に記入する

こと。

数字見本 ［o[1 [2[314[516[718[91 

(4）受験番号は右詰めで記入し、余白が生じる場合でも受験番号の前に 「OJを記入しないこと。

｜万｜千｜百｜卜iーイ
（例） 3825わし上三l82l2J 

6. 解答はすべて所定の解答欄に記入すること。所定欄以外に何かを記入した解答用紙は採点の対象外とな

る場合がある。

7. 試験終了の指示が出たら、すぐに解符をやめ、筆記用具を置き解答用紙を裏返しにすること。

8. いかなる場合でも、解答用紙は必ず提出すること。
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I 次の文章を読み，問A～ Lに答えよ。解答はマーク解答用紙の所定欄に一つだけマークせよ。

貨幣経済の普及や遠隔地貿易の活発化などにより， 11世紀から12世紀のヨーロッパにおいては商業と都市が発展し

た。遠隔地貿易は地中海商業圏から発展したが，東方貿易を独占した海港都市ヴェネツイアは．その繁栄から

「0 の女王」と呼ばれたもいくつかの内陸の都市も金融業や毛織物業で栄えるようになったo 次いで 北海

パルト海でも交易がさかんになり北ヨーロッパ商業簡が成立した。リューベックやブレ←メンなどの北ドイツ諸都市

は海産物・木材・穀物などを取引した。また，フランドル地方は毛織物の生産や取引で繁栄した。これら南北の商業

断結ぶi恨の通商路に都市が発展し プロ与ァンやトロワなどがあるフランスの巨コ地方では大規模な定期市

が聞かれた。 i有ドイツのニユJレンベルクやアウクスプルクも，イタリアとドイツの通商路の要衝として繁栄した。
E 

このように荷業が発展するなかで， llt吐紀から12世紀以降，仁科世都市は自治権を獲得し，自治都市になった。有力
F一一一一ーーーー

な都市は，北イタリアのロンパルデイア同盟や，北ドイツのハンザ同盟のような都市同盟を結成し，共通の利益や特
G一一一一一一一

権を守り大きな政治勢力ともなった。こうした都市において自治運営の中心となった組織は，ギルドと呼ばれる同業
H一一一

組合であつた。商業と都rlコ

自是の封建社会のしくみは徐々にくずれていつたO またこのH寺代に’気伎の寒冷化にともなう凶作や飢謹，黒死病

i三三上Lは都市のみならず，農村にも大きな被害をもたらし人口が激減したc 労働力不足により領主に対する農民

の叩くなり一柳い一一及したイギリスでは…闘は日と呼ばれ

る独立自営農民となった。こうした農民の地位向上と貨幣経済の進展による危機に対して 経済的に阿窮した領主が

再び農民への支配を強めようとした。農民たちはこれに対抗して各地で大規模な農民一撲を起こした。一方で，商業
K 

l巻｜が拡大するにともない，都市の市民たちは市場を統一する政治権力の出現を望んでいた。そのため，国王は彼らと

協力して諸f*O);J~ i3 ~ ；＿＇日一ようになった。

問A 白に は吋は川当

1. テイレニアj留 2，イオニア｝毎 3. アドリアj毎 4. エ一ゲi毎

間B ・y線部Bに関して，ロンパルデイア同盟の中核となる都市はどこか。

1 .ジェノヴァ 2. ナポリ 3. ミラノ 4 ピサ

間C F線部Cに関して，この地方に含まれない今日の聞はどれか。

1. ドイツ 2. オランダ 3. ベルギー 4. フランス

問D 日…地方 は山、

1且プロヴ、アンス 2. ブ詞Jレ夕一ニユ 3 シヤン；'Z一ニユ 4. プjレゴーニュ

問E 下線部Eを本拠地として，銀や銅鉱山の開発，銀行業によって15世紀から16t佐紀に大富豪となった財閥はどれ

か。

1 .ハプスブルク家 2. メディチ家 3. プルボン家 4. フッガ一家

間F 下線部Fに関して，誤っている説明はどれか。

1.都市の自治権の内容は，闘や地域により多様で、あった。

2. 都市の周聞は a 般に市墜（城壁）によって囲まれていた。

3 イタリア北部 中部の諸都市では，周辺農村領域との関係を断絶してコムーネが形成された。

4. ドイツの諸都市は，皇帝から特司令状を得て自治権を獲得し，皇帝直属の帝国都市（自由都市）となった。
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間G 下線部Gに関して ハンザ同盟の商館が置かれたロシアの都市はどれか。

トキャフタ 2. ネルトリンゲン 3. ノヴゴロド 4. ナホトカ

間H ト線部Hに関して，正しい説明はどれか。

1 .「都市の空気は自由にする」と呼ばれたように，この組織で農奴が白白身分を獲得したc

2.親方株が制限されたり 就業期間が終了した場合，職人たちは遍歴をくりかえすこともあった。

3 自由競争を促進し，お互いの利益を守った。

4.大商人たちがツンフトを結成し同職ギルドと争ったっ

間 l 下線部 lに関して 誤っている説明はどれか。

1 .ヨ←ロッパの人口の 3分の 1が失われたといわれる。

2‘イスラム教徒が毒を井戸に投げ込んで，病気を広めたという噂が流れ，各地でイスラム教徒の虐殺が起こっ

たo

3. 1348年頃から大流行した。

4. ネズミ に寄生する ノミや，シラミなどが感染拡大の原肉として考えられている。

問J 臼には

1. ジ、エント 1) 2. フ合ルジヨワ 3. ヨ←マン 4. エスク ワイア

問K 下線部Kに関して，「アダムが耕しイヴが紡いだとき，だれが貴族であったか」と最初に説いて，身分制度を

批判したのは誰か。

1. ジャックlJ- 2. ワット＝タイラー 3. 1）チヤード2世 4. ジョンニボール

問L 白にー…れ
1. 地方分権 2，中央集権 3. 資本主義社会 4，領主制
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]I 次の文章を読み，間A～しに答えよ。解答はマ←ク解答用紙の所定欄に一つだけマークせよ。

前近代において，現在の中華人民共和国の内モンゴJレ自治区，山西省，険問省，甘粛省，そして河北省などの一帯

は，モンゴル高原や中国東北部を拠点とする遊牧国家と その南に位置する「中悶」諸王朝との聞の境界地帯を形成

していたC i英五朝とぽぼ同時に勃興した旬奴に対して，前者の初代皇帝高祖劉邦は戦いを挑むが 白登山（現在の山
A一一一一 B一一 c一一

両省大岡市付近）で敗北した。西背の滅亡後，鮮卑の拓政氏は北貌を建国して平城（現在の山河省大岡市）を都とし，
D一一－ r-ーー「

やがて華北を統一する。腐の支配下では，北方への備えとして この地域には複数の｜ E ｜が任命されたが，のち

に問削政臓をも掌握して巴山れ中央政府村の独立傾閉山こした0 1叩頭 契

汁が建てた遼と，五代十回の大部分を統合した北宋の聞で結ぼれた漣淵の盟は その後1世紀にわたってこの地域を

両同の間での境界地帯とした。モンゴル帝悶によるモンゴル高原と「中国」の統合を経て，明代には再び軍事的緊張
G一一一一一一

一に侵入し土木壁l … 
しF 明の首都北京を包閉している。続く清朝はモンゴル－青海－チベット，新握の統治を統括する理藩院を設置し，

K L一一一一一
この際の行政区分が現存ーの中華人民共和国における省・自治区の境界に大きな影響を与えた。

問A 下線部Aについて，この王朝の政策ではないものを一つ選ぺ。

1.五経博士が置かれた。

2.五鉢銭を鋳造した。

3. 地方官の推薦による官吏登用法 （郷挙旦選）を行ったが，やがて推薦過程への豪族の介入が著しくなると，

九品中正により中央政府の主導権を取り戻そうとした。

4. 家族による大土地所有を制限するため T その土地，奴隷の所有にと隈を定める限回策を行った。

問B 下線部Bについて，正しい説明はどれか。

1 .支配者－である可汗は代々漠王朝から妻を迎えた。

2.鮮事を攻撃してアムJII上流域に追いやった。

3，前2世紀に東側に分裂した。

4. 東胡を服属させ，モンゴル高原東部から中国東北部までをその勢力下に慣いた。

間C 下線部Cについて， この人物が行ったこととして.TF.しいものを一つ選べ。

1 .朝鮮四都を設置し，旬奴をけん制した。

2. 都国制から郡県制への事実上の移行を推進した。

3. 閏家の収入の増大をはかり句均輸を施行した。

4. 朝廷の直轄地域以外の地域で封建制を復活させた。

間D 下線部Dについてこの王朝によって初めて施行された政策を一つ選べ。

1. 地丁銀制 2. 三長制 3.里甲帝IJ 4.屯田制

問E 日 はいる語句…。

1.転運使 2. 節度使 3.御史 4，「打舶使

問F 巴にはいる制はどれか。

1 .豪族 2. 藩鎮 3. 門閥貴族 4回都護府
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間G この境界地帯において， 936年に遼がある出家から割譲を受けて支配した，現在の北京・大同などを含む地域

は「燕雲卜六ナl・IJと総称されるc ある国家として正しいものを一つ選べc

1, 後晋 2. 後唐 3. 後周 4. 北i莫

問H 日山いてこ似帆つき ど川ミ

1噌モンケ ニハン 2. アル夕ン ＝ハン 3目オゴ、夕イ 4. エセン ニハン

間 l 日につ円印刷…うちどれれ

1. エセン＝ハン 2. ハイドゥ 3. モンケニハン 4. アルタン ＝ハン

間J 下線部Jを行った人物は，明に軍事行動を行うのと同時に，国境を越えて逃亡してきた明の人々を保護し，中

同l置しの城郭都市を建設してそこに居住させた。下の4つの都市のうち，この時代のこうした城郭都市に起源を持

つものを一つ選べ。

1. ハルピン 2. ウランパ←トル 3. フフホト 4. ウルムチ

間K "f線部Kにつき 1 清朝の藩部に編入されたのが最も遅い地域はどれか。

1 棄！？轟 2. チベット 3. モンゴル 4蜘青海

間L ・r線部Lについて その説明として正しいものを一つ選べ。

1 .理務院は，ジュンガル部の指導者ガルダンに対する勝手Uを契機として創設された。

2 19世紀後半には，西欧列強などとの外交交渉をも担当するようになり，総理衛門と改称された。

3. ネルチンスク条約の締結を含むロシアとの外交も管轄に含まれていた。

4. その前身は，箪事遠征に際しての軍事機密の保持を目的に創設された軍機処である。

h :) 



I[ 次の文章を読み，問A～しに答えよ。解答はマーク解答用紙の所定欄に一つだ、けマークせよ。

これまでの歴史の中では，経済的な発展が一定の精層の者たちによる奴隷などの階層の者たちに対する虐待や搾取
A 

などから成り立っていたということがく りかえしみられてきた。今日世界経済を索引しているアメリカにおいても，

その歴史の中で同様の現象がくりかえしみられてきている。

アメリカでは，植民地時代から一部の白人入植者らによる搾取行為がみられていたしアメリ カ合衆国の独立や南

峨争などを経た附紀後半以Zも 口コ人ユダヤ人 巨 コ 人なとの移民がみや土場において低賃金で

労働に従事するなど，同様の状況がみられていた。 1920午会代には，好調な経済，大量生産・大量消費社会の下で，い
F一一一一一一一

わゆる中間層は経済的な繁栄を謡歌したが，ウオール街での株価暴落に端を発する［止界恐慌により，そうした時代も
G一一一一一一一一一

終湾を迎えた。

第二次世界大戦の後も，いわゆる貧困層や黒人が虐げられる時代が長く続いた。公民権運動などを経て，人種によ
H I一一一一一
る差別などは表而的には減少したものの，201任紀後半以降も，製造業の衰退．金融業や IT産業の隆盛，より近年で

J K一一一一一・L
いえば， AI （人工知能）に関する技術の進展などによる経済や社会の大幅な変化に伴い，富める者とそうでない者，

さらには地域間での格差はよ かー層の拡大間向にある。

閏A ト一線部Aに関連して，前代ローマにおける奴隷に関する記述として誤っているものはどれか。

1 平民派の指導者となったマリ ウスはもともと奴隷出身であった。

2. いわゆるラテイ ブンデイウムのもとで ブドウやオ リーブなどの生産に従事したα

3‘前 2＋仕紀後半にシチリ アにおいて 2度の反乱を起こした。

4 コロッセウムなどでヘ開かれた闘技会で戦った剣闘士の多くは奴隷であ。た。

間B F線部Bに関連して，ヴァージニア植民地において，とくに17世紀の後半以降にタバコの生産における主要な

労働力となっていったのはどれか。

1.北米大陸における先住民 2. 黒人奴隷

3. 自人年季奉公人 4.商イ ンド諸島出身のインデイアン

問C ード線音l)Cに関連して，独立宣言およびその起草に関わったトマス ＝ジェファーソンに関する記述として誤って

いるものはどれか。

1. トマス ＝ジェフアーソンが起草した独立宣言の草稿の中には 奴隷制を強く批判する内容が合まれていた。

2. トマスニジェファーソンの大統領在任中に アメリカ合衆国連邦裁判所における違憲立法審査権を確立した

とされるマーベリ 一対マデイソン事件が起こった。

3. トマス＝ジェフアーソンは ヴァージニアの古い入植者の家系に生まれ，jよい農聞と奴隷を相続していた。

4.最終的な独立宣言は，白人はもちろん，黒人および女性を含む全ての人が平等で、あり，それら全ての人が等

しく生命，自由および幸福の追求に関して，奪うことのできない権利が与えられていることを文言ヒ明らかに

した。

問D 日にはいる閑は附れ起 蹴殺人に関するえん開二…犯人と され矧りにこ

者ら，すなわち製革fti二場の職人であつたニコラ＝サツコとf平、の行商人であつたパルト口メオ－ ，：： ヴアンゼ、ツテイの

出身問である O その国はどれか。

1 .イタリア 2. スロベニア 3. スペイ ン 4.ギリシャ

問E 巴…山して現在一こM ん 外国籍の移民肘では土悶国のu 最

多い；伏況となつている。その国はどれか。

1. アイルランド 2. インド 3. ポーランド 4. ルーマニア
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間F ・r線部Fに関連して，アメリカの1920年代の出来事に関する記述とし‘て誤っているものはどれか。

1. 商業的長編映爾としてのト←キ←映画が公開された。

2.ベーブニル←スがシーズン60本塁打というそれまでのシーズン最多本塁打記録を作った。

3. テネシ一川流域開発公社が多目的ダムを建設し，同流域に氷力発電による電力を供給したO

4. ラジオ放送が開始された。

問G -r線部Gに関連して，ウオール街が位置するニューヨークに関する記述として誤っているものはどれか。

1. 1914'.tf－，連邦準備制度のFで第2区を管轄する連邦準備銀行が設立された。

2. もともとはオランダ西インド会社によつて1620if

3. 2011主手に富裕層がi某有する資産の多さや金融機関の救i斉政策などを批判する大規模なデモや運動が起こつた。

4. 1920：竿に発Jiした国際連盟の本部が置かれた。

間H 下線部Hに関連して，同大戦期間中には，各地で日本の植民地支配や軍事占領に反抗し，抗日・反日闘争を行

うに至った組織・団体・戦娘などがみられた。それらに該当しないものはどれか。

十ベトナム独立問盟 （ペトミン） 2. ラオス愛同戦線 3.東北抗日聯軍 4. フクパラハップ

問 l 下線部 lに関連して， 1964年に成立した公民権法が定めていた内容として誤っているものはどれか。

十黒人高齢者に対する医療費の補助 2. 公共施設における人稜差別 ・分離の禁止

3.投票適格者を認定する際の人種差別の禁止 4.雇用における人種差別の禁止

間J 下線部Jに関連して フォード・モーータ←社がフォ← r'・モデルTの生産ための工場を建設したことなどをき

っかけとして白動車産業が発達したものの， 2009年にゼネラルモ←ターズが倒産したことなどにより，同産業の

衰退がみられている都市はどれか。

1. ロサンゼルス 2. デトロイト 3. ヒューストン 4. シカゴ

間十〈 下線部Kに関連して， 1997年にアメリカおよびヨーロッパのへツジファンドが短期資金を過剰に流入きせたり，

通貨の空売りを行ったことによって起こったアジア通貨危機の際，経済的な危機は生じたものの， IM Fの緊急

支援を受けることはなかった固はどれか。

1.韓国 2 インド不シア 3. マレーシア 4. タイ

問L 下線部Lに関連して， I T技術の発展．とくにソ「シャルネットワークサービスやスマートフォンの普及

は， 2010年にはじまったアラブ諸国における民主化運動（アラブの春）の大きな要因にもなり，いくつかの間で

は当時の政権の打倒に結実した。次のうち，アラブの春の際に政権の打倒にまで至らなかった同はどれか。

1. チュニジア 2. リビア 3.サウジアラビア 4. エジプト

7 



N M 軒読み空中間日から臼は記述解答用紙の所定欄に適問句を吉山よo 下線部14

は，その背景・内容と日本への影響について100字以内で説明せよ。なお 句読点・算用数字も 1字とする。

貨幣の鋳造には強大な閏家権力が関わっていた。紀元前6世紀からら世紀にかけて在位したアケメネス朝の王

Eコ地銀の金属貨幣を鋳造した。新約聖主認するデナリオン銀貨は歴代ローマ皇帝の下でしばしば改鋳さ

れ．3世紀後半に即位して専制君主制を敷いた｜ 2 ｜帝の時代まで鋳造されていたといわれる。東アジアに大きな

影響を与えた巳コ通宝は鄭和の艦隊を派主弓の皇帝の年号を冠山た。

他方で，貨幣の流通は必ずしも画家の意向通りには進まず グロ F パルな貿易の流れに左右された。16世紀に発見

された日で産出された銀山一ロツパに大::i;:!:.:tit:ib1 ;fl，白川一慨をひきおこして 領 主

層の没落などの社会変動をみちびいた。オースト l）ア大公としてヨーゼフ 2世とともに第一回ポ←ランド分劃にもか

カ わっ た皇帝白の問んだ慨はムツソリ－ニ政…

るまで、交易ネツトワ←クにj合つて流通していたことが知られている。

各国で発券銀行 中央銀行が形成されてくると金銀の鋳貨に代わって銀行券が流通にあらわれてくる。名誉革命後

の1694年に 創部れた白は19世紀… 同国内で唯一一発一銀山った。中央銀 行明

主義の発展に寄与したが，物価や景気を常にコントロールできたわけではない。その顕著な例が第一次大戦後のドイ

ツにおける天文学的なインフレーションである。このインフレ←シヨンはEヨと呼ばれる銀行券の発行で1又

れたが，この銀行券は中央銀行とはひとまず別の銀行が発行したものであった。

世界恐慌ののちには多くの閣で銀行券の発行を貴金属のt刺繍から切り離して，景気対策を推進するようになった。

イギリスでは1931年に110 ｜内閣が金本位制を停止した。金ブロックの中心国111 1も1936年後半以降に金本位

付離脱した。附年E高 言 さ れ た 巴はーの交換ーめた国際的i時一 m 町

ル，ショック以降，金とドルのつながりは断ち切られ，多くの国が自国通貨と外貨との交換比議を市場にゆだねる

囚 に移行したo し…らこの慨によってもーの調整はしばしば国…間つこととな

り， 1985年の先進5カ同財務相・中央銀行総裁会議におけるプラザ、合意など，国家間の為替取り決めがくりかえきれ

ている。歴史上，権力と市場のあいだを掘れ動いてきた貨幣は，21世紀にはリーマン・ショ ックなど，度重なる世界

金融危機の主役にもなっているc

（以下余白〕
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