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2019年度入詰問題の訂正内容

＜社会科学部一般入試＞

【世界史】

・問題冊子8ページ：設問圃聞10

設問に対する適切な解答がありませんでした。当該箇所の設問に

つきましては、解答の有無・内容にかかわらず、受験生全員に得点

を与えることといたします。

以上
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注意事項

1. 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 2～11ペー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いた場合は ずーを挙げて監督員に知らせること。

3. 解答はすべて， HBの黒鉛筆またはHBのシャ←ブペンシルで記入すること。

4. マーク解答用紙記入上の注意

(1) 印刷されている受験番号が，自分の受験番号と一致していることを確認したうえでマ試験開始後，解

答用紙の氏名欄に氏名を正確に丁寧に記入すること。

(2) マーク楠には．はっきりとマークするとと。 また，訂正する場合は，消しゴムで丁寧に， 作jし残しが

ないようによく消すこと（砂消しゴムは使用しないこと）。

マークする時｜＠ 良い G 悪い Q 悪い

マークを消す時10良い G 悪い 心 悪い

5. 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c

6. 試験終了の指示が出たら，すぐに角平等をやめ，筆記用具を置き解答用紙を裏返しにすること。

7. いかなる場合でも，解答用紙は必ず提出する こと。

8. 試験終了後，問題冊子は持ち帰ること。
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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1則的解答を選びその記

号をマーク解答用紙にマークせよ。

複合同家体制は，君主などの主権者が，法的・政治的・文化的に異なる複数の国家を同時に支配する体制jであり，中

世から近世のヨーロッパでI［.幅広くみられた。 14世紀の北欧では，デンマ←ク・スウェーデン・ ノルウェーの阿君連合で
(A) 

あるカルマル同盟が成立し 1523年まで存続した。また，東ヨーロッパではポーランド＝リトアニア王国が成立した。
(B）一一一一一一

16世紀からスペインを支配したハプスブルク家のスペイン五凶もJ複合国家の一例であり，スペイン凶王が，ナポリ や
(C) 

シチリア，ネーデルラントなどの諸地域の統治者を兼ねた。1700年にスペインのハプスブルク家が断絶すると．スベイ
(D) (E）一一一一

ン王位継承をめぐってスペイン継承戦争が起こり， 1713：$に結ばれたユトレヒト条約で ブルボン家による継承が認め
(F) (G）一一一一一一ー

られた。

ブリテン諸島では， 16世紀中にテューダ一朝のもとで中央集権化を進めたイングランド王権が巾心となってウエーJレ

ズやアイルランドを統治する国家体制ができあがった。 17t!U2.にテューダ一朝が断絶すると，スコットランドのステュ
(H）一一一一 (I) 

アート家出身のジェイムズ 1世が即位し，イングランドはスコットランドと同君連合となったのまた，名誉草命後の

1689年にウィリアム 3世とメアリ 2・I肢が即位すると，イングランド・スコットランド・アイルランド・オランダの同君

連合ができあがった。
( J）一一一一一ー

間 1 下線部（A）について，デンマーク・スウェーデン・ノルウェーの歴史に関する次の記述のうち，適切なものを

2つ選べo

a E デンマ←クの支配下にあったノルウェーは，1814年のウィ ーン会議の結果，ロシア領となった。

b. スウェーデンは， 1648年のウエスト フアリア条約で西ポンメルンを獲得したO

C. 1618年に三十年戦争が起きると，デンマ←クは新教側で＼スウェーデンは旧教側でこれに介入した。

d デンマークとスウェーデンは，1780年にイギリスの対米海上封鎖に対して結成された武装中立月間に参加した。

問2 lご線部（B）について，ポーランドに関する次の記述のうち， 最も適切なものを 1つ選べ。

a カジミェシュ大王は， 1410年のタンネンベルクの戦いでドイツ騎士固に勝利した。

b. 1772年のオーストリアとプロイセンによるポーランド分割で，ポーランド王国は消滅したo

C. ポーランドの軍人コシューシコは， 1794年に独立を目指す民族蜂起軍を指導した。

d，ポーランド出王は， 1572年まで 貴族を中心とする身分制議会における選挙によって選ばれたっ

問3 下線部（C）について，スペインおよびオーストリアのハプスブルク家［JI身の統治者に関する次の記述のうち，

適切でないものを lつ選べ。

a オ←ストリアのマリアニテレジアは. 1763年のフベルト ゥスブルク条約で プロイセンによるシュレジエン領

有を認めた。

b. スペインのカルロス l世は，カール5世として神聖ロ←マ皇帝に即位した後， 1529年のシユパイアー；高・回議会

でルタ－iffeを公認した。

C オ←ストリアのヨーゼフ 2世は，1781年，宗教寛谷令を発布して，プロテスタントやギリシア正教徒に信教の

目白を認めた。

d スペインのブエリベ2世は， 1580守ーからポルトガルの王位を兼ね ポルトガルの海外植民地も支配下においた。
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問4 下組部（D）について，ネ←デルラントで起きたオランダ独立戦争中の出来事を年代／ii巨に疋しく並べたものを 1

つ選ぺ。

① スペイン軍のアントウェルペン占領

② ネーデjレラント連邦共和国独立宣言

① ユトレピト同盟の結成

③ スペインとの休戦条約締結

⑤ オランダ東インド会社の設立

a. ①ー②＿（J)-<I)ー⑤

b @---{1｝－す；ー⑤ー③

C ③ーの－－｛2)----{v--ーさ〕

d，③ー②ー（1)…⑤一④

問5 下組部（E）について 1700年に世界で起こった出来事を次から lつ選べ。

a. 三藩の乱の開始

b e ネルチンスク条約の締結

C. 北方戦争の開始

dマキャフタ条約の締結

問6 下線部（ F）について ユトレヒト条約でイギリスがスペインから獲得した領土を次から lつ選べ。

a. ミノルカ島

b. ニューファンドランド

C，アカテ。イア

d. ハドソン湾地方

問7 下娘部（G）について，ブ

a宇アンリ 4世は， llJJ位後，カルヴァン派に改宗してナントの王令を発布した。

b. ）レイ14世は，豪壮華麗なロココ様式のヴ、エJレサイユ宮殿を造営させたの

E，ルイ15-W：は，オ』←ストリア継示戦争で，オ←スト 1）アと同盟してプロイセンと戦ったc

d. ルイ16世によって財務総監に任命されたテュルゴーは，財政改革を試みた。

間8 B 下線部（H）について，次の17佐紀イギリスで活躍した人物と作品名の組み合わせのうち，適切なものを 1つ選

／、え
0 

a. ニュートンー－ rプリンキピアj

b，ハーヴ、エ一一一 i新オルガヌムj

c，フランシス＝ベーコン一一 『方法叙説j

d. ロックー－ fリヴァイアサンj

間9 下組部（ I ）について，次のうちスコットランド出身で宗教改京運動をおこなった人物を l人選べc

a ツヴィングリ

h. ボーダン

C. ノックス

d. トマスニニEア
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閏10 下線部（J）について，オランダの海外進出に関する次の記述のうち，最も適切なものを lつ選べ。

a オランダ東インド会社は，マカオに要塞を築いて東南アジア交易の根拠地とした。

b 第 1次イギリスニオランダ戦争の結果，アメリカのオランダ植民地がイギリスに割譲された。

C j青の康！照帝は，台湾に拠点を築いていたオランダ人を駆逐し台湾を支配ドにおいたの

d.アンボイナ島のオランダ商館員が，競合するイギリス商館員を虐殺する事件が起きた。

目次の文章を読み 問 1～ 10に つ い て各聞の指示内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。

近世の凶アジア，中央アジア地域におけるイスラーム国家は， しばしば異民族に対して独自の寛容政策をおこない，
(A）一一一一一

帝同化したのイランとイラクにおいては，西チャガタイ＝ハン国出身のテイム←jレによって1370年にテイムール朝が開
(8) 

かれ， 14～15ill:紀におけるトルコ＝イスラーム丈化の中心同として栄えた。テイムール朝が滅亡したのちのイランでは，

イスマーイールi/116世紀初めにサファヴイ←朝を建国し シーア派を国教と Lt::.oティム－）レ朝やサフアヴイ一朝の歴
(C) (D）一一一一一

史のなかでは，遷都によって複数の都市が首都となったが，特にサマルカンドやイスファハーンは世界有数の大都市と
(E）『一司

して繁栄した。

トルコでは， 1300年ごろに基礎が築かれたオスマン帝国が，独自の統治制度に碁づき領土を広げ， 1453年にはピザン
(F) 

ツ帝国を滅ぼすなどして，ヨーロッパ世界に脅威を与えた。オスマン帝国はスレイマン l世の治世に最盛期を迎えた
(G) 

が， 17一世紀終錠から18世紀にかけてゆるやかな衰退期に入ったため，近代化がおこなわれるようになった。
(H）一一一一

インドでは， 16佐紀初めにテイムールの子孫であるパーブルによってムガル帝国が築かれた。ムガル帝国では，ター
(I）ー一一一一一一

ジ＝マハルなどの建築物をはじめとする独自のインド＝イスラーム文化が発展したが 18世紀初めに皇帝アウラングゼ

ーフが没したのちは衰退し始めた。
（」）一一

間 1 下線部 （A）について，イスラーム諸闘による異民族への寛容政策に関連する記述のうち，最も適切なものを l

つ選べo

a 初期イスラ←ム！日一界では，非ムスリムの被征服民はズインミーとして，アターの支払いを条件に，一定の自治

や信仰の自由が保障されていたc

b. 15IU：紀のティムーJレ朝は，ギリシア正教，アルメニア教会，ユダヤ教の各教徒にミッレトを形成させ，京納の

義務を条件に，一定の自治を与えた。

C 16世紀のオスマン帝国では，メフメト 2世が，フランス商人の経済活動に対して，領事裁判権などの通商特権

を与えたG

d 16世紀のムガル帝国では，皇帝アクパルが非ムスリ ムのジズヤを廃止し ピンドゥー教徒の王女と結婚するな

と＼宗教融和政策を進めた。

問2 下線部（B）について，ティムール朝に関連する記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. ティム←ルは，フピライニハンの後継者を称し，モンゴル帝国の再興を日指した。

b. ティムールは，オスマン朝のスルタンであるムラト l世をアンカラの戦いで5破って捕虜にしたO

C 君主ウJレグ＝ベクが天文台の建設を命じるなど，宮廷では学芸が栄えたc

d. ティムール朝はシ「ア派ムスリムである遊牧ウズベクの侵入によって， 16世紀初頭に滅亡した。
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下線部（C）について，サファヴイ一朝に関連する記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

建国時のサブアヴイ「朝の思想的母体となったのは，

問3

サファヴイー教団と呼ばれる神秘主義教同であったっa 

ペルシア詩で主を意味するスルタンを自任した。サフアヴィ一朝の初代君主イスマーイールは，b 

モンゴル系遊牧民キジルバシュの支持を得てサファヴイ一朝を建国した。イスマーイールは

アッパ「ス l世は，

C 

サファヴィ一朝の最篠期を築いた。ホルムズ島からオスマン帝同を追放しd 

最も適切なものをイスラーム世界における シーア派とスンナ派に関連する記述のうち，卜線部（D）についてs

lつ選べ。

問4

カイロにアズハル学院を設立したcシーア派国家であるファーティマ朝は，a. 

建問後はシーア派の保護をおこなったcシ←ア派の協力を得ながら樹立されたアッパース朝は，b. 

共同体の統‘を重視した。ムハンマドの言行が記諒された ？コーランjを生活の規範とし，スンナ派は，

スンナ派は，

C 

適切な

ムハンマドの従弟ムアーウイヤとその一子孫を正統なカリフとみなす一派である。

遷都の対象となった都市と遷都の順序に関して，近世イスラーム諸問において，

d 

下総部（E）について，

ものを lつ選べ。

間5

アンカラ→サマJレカンド

オスマン帝国：コンスタンテイノ」プル→アドリアノープル

サファヴイ一朝 夕ブリーズ→イスファハーン

ムガル帝国デリ←→カーブル

テイムーjレ朝a 

b 

C 

d. 

最も適切なものを 1つ選べcオスマン帝国の統治制度に関連する記述のう ち，下線部（F）について，

オスマン帝国では，

問6

イクター常IJと呼ばれる軍事封土制度がみられた。トルコ系騎土に征服地の徴税権を認める，a 

イュニチェリと呼ばれる歩兵常備等を組織した。イスラーム教の少年に訓練を施し，オスマン帝国は，b 

スルタスルタンニカリフ制をとり，イスラーム教の両聖都であるメッカとメデイナを獲得したセリム 1世は，C 

ンを世俗と宗教の両権威を束ねる者主位置づけた。

181同日以降のオスマン帝悶で，i.徹税請負権や独自の平隊をもっアーヤーンと呼ばれる地方名士の台頭がみらd. 

れた。

起きた臓に正しく並べたものを 1つ選べ。オスマン帝国の対ヨーロッパ戦争を下線部（G）について，

第…次ウィーン包閤

ニコポリスの戦い

プレヴェザの海戦

モハ「チの戦い

レパントの海戦

①

②

③

④

⑤

 

問7

5 

②ー③－－－-0）－－す〉与〕

⑤ー④----<D-包「3

④ー②－＇.j)--ベ：~）－－－－（！£）

④ー-C~｝－－｛D－－－＇~'.ll

aι 

b句

C 

d 



間8

問9

問10

a 

b 

C 

d 

下線部（H）について， オスマン帝国の近代化に関連する記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

「チューリップ時代Jと呼ばれる18世紀前半のオスマン帝国では， ヨーロッパ文化への反発が高まり， イスラ

ーム独自の近代イヒが凶られた。

マフムト 2t仕は，

た。

軍事近代化に成功した一方で， ムハンマド＝アリー率いるワッハーブ玉固への対J,15を迫られ

第二次ウイ←ン包間後のカルロヴイツツ条約において，

ンド・ロシアに領土を害時蓑した。

オスマン帝国は， 敗戦同としてオーストリア－ボーラ

セリム 3世はニザーム＝ジエディットを組織するなどして軍隊の岡洋化に取り組んだが，

を招いたO

下線部（ I ）について， ムガjレ帝同に関連する記述のうち． 最も適切なものを 1つ選べc

イェニチェワの反発

a’ 皇帝パーブルの側近アブル＝ファズルは年代記 Iパープル＝ナーマjを執筆し，パーフルの皇帝権の正統性を

主張した。

b. 初期ムガル帝国で！よまったシク教の創始者カピ－Jレは， 偶像崇拝とカースト制を行定して人類の平等を説いた。

C. ムガル帝国では， 公m語のベルシア語がインドの地方語と融合してできたヴルドゥー語の使用もみられた。

d守 皇帝アウラングゼーブは， タージ＝マハルの建築を命じ， またムガル帝国の領土を最大とするなど， 帝国の最

盛期を築いた。

下線部（ J）について，ムガル帝国の衰退に関連する記述のうち， 最も適切なものを lつ選べ。

a 皇帝アウラングゼ←ブの治医では， シヴァージーがシク王国を建て ムガJレ帝国と対立した。

b デカン高原にニザーム王国が成立するなど， ムガjレ帝国の分裂が進んだ。

C. 

皇帝アウラングゼーブの死後，

ムガJレ帝国のベンガル太守は， プラッシーの戦いで敗北したことにより， 徴税権 （デイワ←ニー）をイギリス

d 

東インド会社に奪われた。

インド人情兵シパーヒーがムガル皇帝に対して起こした反乱はイギリス軍の介入を招き，

つなカfったの

ムガル帝悶の衰退に

目次の文章問問1～ 10ーて

号をマーク解答用紙にマークせよ。

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

191止紀の欧米諮問では，工業化の進展によって， 経済活動が拡大し， 社会に大きな変化がもたらされた。士業化の進
(A）同一ーーー一一

行は人uを急増させ， 都市への人円集中を引き起こした。

人口の移動は農村から都市だけでなく 世界各地に広がゥていった。とくにアメ T）カは19世紀後半にはイギリス・
(B）一一一一一ー (C）ー一四一一一

ドイツをしのいでIU：界最大の工業同となっていたこともあり，世界中から多くの移民をひきつけた。こうした-iu；界規模
(D）一一 (E）一一

の移動が可能になった背景には 交通手段の発達があった。

また 資本主義が発展し競争が激しくなると， ヨーロッパから世界各地へ原料を求めたり， 商品を輸出したりするた

め非ヨーロッパ地域に市場を求める動きが起こった。アジアでは，
(F) 

ヨーロッパ諸国がインド 東南アジア－中同へ進
(G）一一一一（H、ー一一一一一一

出し 植民地支配をおこない， 現地を混乱させた。

アフリカでも
(I）一一一一一

ヨーロツパ諸問による植民地獲得競争が起とった。この結果，アフリカ大開ほとんどが植民地支配

のもとにおかれた。アフリカ諸国が構民地支配から独立するのは， 1960年代まで待たなければならなかった。

6 



19世紀イギリスの工業化にともなう現象に関する記述のうち，最も適切なものを lつ選-f線部（A）について，問 1

1824年に労働者の結社を禁ずる間結祭止法が制定された。

リヴァプールは製鉄業・機械工業の中心的工業都市として栄えた。

不衛生な生活環境の中，コレラが大流行し多数の死者が出た。

イギリスの社会主義者サン ＝シモンは児童労働を制限する工場j去の制定に貢献した。

fえ
の

a 

b 

C 

d 

下線部（B）について，19世紀にアメリカが領十会を拡大していく過税での出来事を起きた）I)買に正しく並べたもの

をlワ選べ。

間2

アメリカ＝イギリス戦争が起こった。

アメリカ＝メキシコ戦争が起こった。

先住民強制移住j去を制定した。

テキサスを併合した。

ルイジアナを買収した。

①

①

③

④

⑤
 

1
1
j
i
iピ

・（1）ー②ー－＜t-C心一べ5〕
①－－｛2）－ベ少一－（5｝－ーくむ

⑤←R－－－－c－φ －④ 

⑦「①ベ号〈む一②

a 

t‘ 

b 

d. 

最も適切なものを 1つ選べ。下線部（C）について， 19世紀イギリスの白由主義的な改革に閲する記述のうち，

1838年に普通選挙や秘密投票などを掲げる人権宣言が発表された。

間3

1863年に奴隷解放宣言が出された。

1870年に初等教育を整備する教育法が制定された。

1884年にディズレ←リ内閣が第3回選挙法改正をおこなった。

a 

b. 

C 

d 

最も適切なものを lつ選べ。19W:f.2後半のドイツにみられる統一に関する記述のうち，-y f渡部（D）について，問4

プロイセンが小ドイツ主義に慕づくドイツ統ーを進めた。プロイセン＝オーストリア戦争の結果，a_ 

プロイセンが中心となってドイツ関税同慌を結成した。b. 

宗教的統ーをおこなった。ピスマjレクはカトリック勢力との融和を進め，C. 

シュレスヴイヒ・ホルシュタインをj蔓得したυ

下線部（E）について，アメリカに向かう移民に関する記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

1840年代から東欧・南欧系移民が急増し アメリカの重：｜‘業の発展を支えた。

1840年代半ばのジャガイモ飢僅によって，

フランスとの戦争に勝ったプロイセンは，d. 

a 

間5

多くのイタリア人がアメリカに移住した。b 

カリフォルニアで金鉱が発見されると移民が増加したO

日本人を排斥対象とする移民規制法が制定された。

7 

1840年代終わりに，

1882年に，

C 



間6 下i渡部（F）について，ヨーロッパ諸国がアジアでおこなった貿易に関する記述のうち，適切で‘ないものを 1つ

選べo

a イギリスは産業草命で生産を伸ばした綿製品を巾国に輸出することで，本閏の茶の需要の増大による輸入超過

を角平消したo

b オランダはヨーロッパ市場で、需要の高まったコーヒー ・砂糖などを生産するため ジャワ島に強制栽培制度を

導入した。

C フィリピンへ進出したスペインはマニラを開港し，サトウキビ・タバコ マニラ麻などの商品作物を栽培した。
すず

d イギリスはマレー半島へ進i引して錫開発をおこなった。

問7 下線部（G）について，インドにおけるイギリスの植民地支配に関する記述のうち，最も適切なものを lつ選べ。

a イギ、，；スは， 19i正紀初めにインド南部で＼農民に土地所有権を認めて直接地税を徴収するザミンダーリー制と

いう徴税制度を導入したc

b イギリ スの東インド会社は，インドのシャンデルナゴル ・ポンディシェ リに拠点をおいて交易し，インド社会

を支配した。

E守 1877年に成立したイン ド帝同は 宗教やカーストの遠いによってインド人同士を対立・分断させる分割統治を

t来的した。

d，イギリスは，インド帝国の成立を受けて東インド会社を解散し本格的な植民地支配に乗り出した。

問8 下線部（H）について，東南アジアにおけるヨーロ ッパ諸国の支配に関する記述のうち，最も適切なものを lつ

選べ。

a タイは，イギリスとオランダの勢力均衡によって東南アジアで唯一植民地化をまぬがれたo

b. 1883～84年の天津条約によって，ベトナムはフランスの保護国左なった。

c，ピルマは，コンパウン朝がイギリスとの戦争で滅ぼされ， 1886年にインド帝国に併合されたo

d. ラオスはフランスの保護国とな り.1887年にフランス領インドシナ連邦に組み入れられたの

問9 下線部（ I ）について，アフリカの植民地分割に関する記述のうち，最も適切なものを lつ選べ。

a. ドイツは，ケープタウン・カイロ・カルカッタを結ぴつける 3C政策を進めた。

b. イタリアは， 1880年代にソマリランド －リビアを獲得した。

E，ピスマルクが提唱して開催されたベルリン会議は ドイツ皇帝の私；合ー領、としてコ ンゴ自由国の設立を認めた。

d. フランスは， 1880年代から90年代にかけてチュニジア・ジブチ ，マダガスカルを支配した。

問10 下線部（ J）について 植民地支配されなかったアフリカの闘を lつ選べ。

a. エチオピア

b. エリ トリア

C e モロ ッコ

d. モ斗戸ンピ「ク

一－ 8一一



目次の文章を読み問 1～ 1or:--::) 1;） て各設問浦和従って選択肢の叩解答を選びその記

号をマーク解答用紙にマークせよ。

総力戦となった第一次世界大戦では，検々な新しい兵器が用いられ，秋界各地に甚大な被害をもたらした。l919{f－に
(A）－ 一 一 一

結ぼれたヴェルサイユ条約においては ラインラントの非武装地帯化やドイツの軍備制限について定められ， 1920年に
(B) (C）一一一一

は同際平和維持を目的とする初めての本格的な面際機関として凶際連盟が発足した。戦関期においては軍備縮小を目的
(D）一一ー一一 （巨）一一一一

とした会議が繰り返し開催され，その成果の一部は条約として結実したO

第 三次 世界大戦においても引ねじ盟時下されるなど膨大な数の犠牲者約Hた。戦後弘津を背景に

米ソをはじめとする各国が核兵器開発競争を繰り広げた。しかし， 1955年にジュネーヴ4巨頭会談が開催されると緊張
(H) （｜）一一

緩和 （デタント）が進み，軍備縮小に向けた試みが始まる。特に米ソの聞では核兵器を制限する交渉がおこなわれ，
(J)-

定の成果ーを上げたじ

間 1 下線部（A）について，イープルの戦いで初めて用いられた兵器を lつ選べ。

a. 機関銃

b. 戦車：

C 戦闘機

d 毒ガス

問2 卜線部（ B）について．非武装地帯化されたラインラン卜と国境を按しない同を lつ選べ。

a オランダ

b. ベルギ－

C フランス

d. オーストリア

問3 下線部（C）について，戦間期のドイツの人物に関する記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a，スパルタクス凶の指導者であったカール＝リープクネヒトは， ミュンへンー挟を主導したが失敗し，逮捕され

たc

b 社会民主党の党首であったエーベjレトは 国民議会によって大統領に選出され ヴァイマル共和国の初代大統

領となった。

c，シュトレーゼマンは，レンテンマルクを発行するなとぐ経済再建に努めたが，世界恐慌が起こると賠償金の不払

いを宣言した。

d，ヴァイマル共和国第2代大統領となったヒンデンブルクは，再選を目指した大統領選挙でヒトラーに敗れて退

陣した。

閏4 卜

a令国際労｛動機関

b 常設仲裁裁判所

C 万国郵便連合

d。世界保健機関
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間5 下線部（E）について，戦同期の国際会議ヤ条約に関する記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a. ワシントン海軍軍備制限条約は，アメ リカの主力艦の総トン数をイギリスやフランスと同等とすることを認め

たc

b. ロカルノ条約は，ヴェルサイユ条約によるドイツの2引蒋制限を撤回 し， ドイツの国際和：会復帰の道を聞いたo

C. 不戦条約 （ブリアン・ケロ ッグ条約）は，国際紛争解決のための戦宇を禁止するとともに，その違反に対して

は間際連盟による制裁が謀せられると定めていたっ

d. ロンドン会議 (1930年）ではF 日本の補助艦艇の保有比率をアメリカやイギリスに比して 7割程度に抑えるこ

とが決定された。

問6 -r線部（ F）について，原子爆弾の閣発に成功した時期が早い順に匝を正しく並べたものを lつ選べ。

① イギリス

② ソ連

① 中岡

④ フランス

a Q）－ー②ー〈ヨト－＜I〕

bφ ①一〈む「c－G〕

c ②－－｛1)---0)----0) 

d ②ー①：-----(Iトベヨ〕

問7 B ド線部（G）について，冷戦期の東西対史に関する記述のうち，最も適切なものを 1つ選べ。

a，マーシャルニプランのもとでは，ソ連の影響を排除することを 目的に 主として東欧諸問に対して支援がおこ

なわれた。

b 共産党の情報交換を目的として組織されたコミンフォルムには ソ速や東欧諸国のほか，フランスやイタリア

の共巌党も参加していた。

c. 北大西洋条約機構は，アメリカ，カナダ， イギリス，フランス，商ドイツなど12カ国によって設立された。

d ワルシャワ条約機構は 西側諸国を仮想敵国とする東側諸国の卒事同盟であったが，束尚ドイツの統ーと同時

に解散した。

問8 下線部（H）について，核兵器の開発や制限に関する記述のう ち，最も適切なものを 1つ選べ。

a アメリカが委任統治領であったピキニ環礁でおこなった水爆実験は，日本漁船の乗組員に被害を与え，原水爆

禁止進動のきっかけとなった。

b ラッセル・アインシュタイン宣言を踏まえておこなわれたパグウォッシュ会議には 湯川秀樹ら科学者が参加1

したの

C アメリカ，イギリス・ソ連が調印した部分的核実験禁止条約は．大気圏内及び大気圏外の空間での核実験を禁

止したが，水中及び地下での核実験は禁止しなかった。

d 核拡散紡止条約はすでに核兵器保冶ー固となっていた国の核兵器保有を認めているが，ソ連は冷戦終結まで署名

しなかった。

問9 ・r線部（ I ）について， 1970年代の緊張緩和に関連する事項止して最も適切なものを 2つ選べ。

a 新思考外交

i 全欧安全保障協力会議

C 東jJ外交

d ブ戸レジネフニドクトリン
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問10 下綾部（ J）について，米ソの核軍縮に関する記述のうち，最も適切なものを lつ選べ。

a 1969年から始ま った第 1次戦略兵蒋制限交渉 （SALT I ）では，米ソの大陸間弾道ミサイル（ ICBM) 

の保有数を大幅に制限することが合意されたc

b. 1972年から始まった第2次戦略兵器制限交渉 （SALTII）は，アメ リカのベトナム軍事介入を批判するソ

速の離脱により合意に至ることなく終了した。

C目軍事費削減を目指すゴルバチョフ書記長は， 1987年にレーガン大統領と会談し，中距離：核戦力（ INF）全廃

条約に署名したc

ι1991年に署名された第 l次戦略兵器削減条約（START I)は，同年一のソ連解体により，発効することな

く破棄された。

〔以下余白〕
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