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注意事項

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

2. 問題は 2～9ページに記載されている。試験巾に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落］・ 苦L丁および解

答用紙の汚損等に気付いた場合は、手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のシャープ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J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ークすること。また、訂正する場合は、消しゴムで丁寧に、消し残しがな

いようによ くj肖すこと。

マークする時｜＠ 良い G 悪し、 心 悪い

マークを消す時10良い G 悪いむ悪い

5. 記述解答用紙記入！二の注意

(l）記述解答用紙の所定概 （2カ所）に、氏名および受験香号を正確にJ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J’寧に記入する

こ）， ~ 

仁五互豆本lolI l2J31415161718191 

(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。

日午百 十一｜

（例） 3825香コ L_ 3 s 2 s 
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角卒採用紙は採点の対一象外とな

る場合がある。

7. 試験終了の指示が出たら、すぐに解答をやめ、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 Mくの丈章を読み，問A～ Lに答えよ。解苓はマーク解答用紙の所定欄に一つだけマークせよ。

グラ ックス兄弟による改革が失敗に終わった後，ローマは「内乱の 1世紀」と呼ばれる混乱した時代を迎えた。有

力者たち 日院に基盤をお く［ヨ派と民会などを拠ん間派とに分村し対立抗争が繰り広げられた。

同盟市戦争や奴隷の反乱が起りローマ社会は混迷したが，とりわけ前731]:ーから前九年に勃発したスパルタ クスの反苦iし

はローマの支配者層を大きく動揺させにiの騒音u~·t日の棚上養成所から奴隷たちがみしたことで始まり，
一時は一大軍となる大反乱となったが I E ｜らにより鎮圧されたの

I対比列伝Jer英雄伝J）を記したローマ帝政期の哲学者 ・著述家によれば， I E ｜がスパルタクスの反乱を鎮圧

する指揮抑制を果たしたのし；、しながら 闘いから逃れ落ちた盟三一群豆ぼした［ヨの名声も高める結

果となった。その後，カエサルは元老院に抵抗するため，前60年に｜ E I. I G ｜と密約を結び政治を行った。

前58年から前51年には，カエサルはガリアに遠従し アレシアの戦いで｜ I ｜を指導者として抗戦する軍を制圧し
H一一一－ F田 司 自ー-i L...__J 「ーーーーー可

この地域をおおむね征服した。ガリア遠征中にlE lがパルテイア遠征で戦死する とv 元老院に近づいたiG I 

－ル出 し たJ 仲介Jレ相 スのいエサルは白に勝 利 し 前44年は

……始枇。カエ斗rJレは救貧れレ夕ゴなどへの＋直民事業や日の採用など諸一い民衆 に

も広く 人気を得ていた。だが，元老院を無視して権力を一身に集めたため，共和E立を擁護するブル「 トゥスらによっ

て暗殺され，ローマは再び混乱に陥ることになった。

間A 下線部Aについて この時期およびその前後の時代の記述と して誤っているものはどれか。

1. オクタウイ アヌスは前27年に元老院からアウグス トゥスの称号を与えられた。

2.前91午・から前88年にイタリア半島の同盟TITは，ロ←マ市民権を求めて反乱を起こ したが，最終的にマリウス

カ＼j買！二五した。

3. オクタウイアヌスは前31年のアクテイウムの海戦で可アントニウス ・クレオパ トラの連合軍を撃破した。

4司グラックス兄弟の兄ティベリウスは前133年に護民官に選ばれ，自作農創設による軍の再建を企てたが，元

老院の保守派の反対にあって暗殺された。

間B 日 にはいる語句…。

1. 新資族 2司騎士 3. ポプラ レス 4. 間族

間C 下線部Cについて，この反乱の統宗者スパルタクスの出身地域はどこと伝えられているか。

1. 力、リア 2. トラキア 3. サムニウム 4. ブリタニア

間D 日…柿の名前…。

1目アッピア 2. ローマ 3. カフuア 4. ナポ1)

間E 白につ川刊川つぎの う … 。

1 .ボンベイウス 2. スラ 3. マリウス 4.クラッスス

問F 下線部Fについて この人物が晩年に神官を務めた場所はどこか。

1 .アテ不 2. アレクサンドリア 3.デルフォ イ 4. オリンピア

問G 日 について羽 坤 … ，

1 . レピ！ごウス 2. ポンペイウス 3. クラ ツスス 4. アントニウス
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問H 下線青1mに関連する内容として，正しい記述はどれか。

1 . ；レグドゥヌムは句現在はフランスの首都となっている都市である。

2. マッシリアは，前600年頃にロ←マ人によって植民された都市であるc

3. ブjレディガラは，現在はワインの生産地として世界的に知られている都市で、ある。

4. トロサは，現在は自動車産業の町として｜仕界的に知られている都市である。

間｜ 巳 … この人…川ちどれカ、

1. ウエルギ、1）ウス 2. ウ工ルキンゲ‘ト 1）クス 3. ホラテイウス 4. レピドゥス

問J 日には吋語…れ

1 .コンスル 2. プリンケプス 3‘ケンソル 4. デイクタトル

間K 日に はいるE町どれれ

1. ギリシア暦 2.太陰太陽暦 3.太陽暦 4. ヒジュラ暦

問L －ド線部しについて，この人物を登場人物として，イギリスの著名な劇作家が悲劇を1599年頃に書いた。この劇

作家の作品であるものを一つ選べ。

1. rカンタベリ物語j 2. rマクベスj 3. 「エドワード2世i 4 f錬金術師j
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n 次の文章を読み，間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←クせよ。

官僚登用試験一一…は臼の治慨一。…一土試験はる官踏

を定着させたが，中央政府の高官の地位をほぼ独占していた「門閣貴’族」の勢力は依然として強大であった。安史の
B一一一一一一一一 c一一一一一

乱を乗り越え，門閥賓族は政局に大きな影響を与え続けたが，唐の滅亡とともに，その多くの家系は史料から姿を消

す。この門閥貴族の衰亡の原因については，従来様々に議論されてきたが，近年では，彼らが政治の中心であった長

安とEコにあまりにも集中して住み結果的足監坐塾で織滅されたとの説も提日目されている。その後F主主

十国でも，科挙を行った王朝が存在したが．科挙の歴史上，転換点となったのが北宋の建国であった。「文治主義」

と評される北宋初期の諸皇帝の政策において，官僚畳間の最も主要な経路として確立され， 3年に l回，川試→省試

→回一段階制が設削れた。経済力一

なり’科挙官僚を出せば’径役が免除されるなどの特権を得た。こうして科挙を突破して官僚となった人々は自らを

門閥貴族とは異なる，新たな社会の指導者層とみなし大胆な改革を実行してゆく。その代表例である主安石の主導

した新法をめぐり，政界は賛成 ・反対派で二分され，その対立は北宋滅亡後，南宋にまで影響を与えた。
J一一一 K L一一一一一一一一

間A 白 … 当てはまる肝つ 臥

1. 惰の場帝 2.唐の太宗 3，晴の丈帝 4. I吾の玄宗

間B 下線部Bについて 正しい説明を一つ選べ。

1. 永嘉の乱の後， f五胡」 の支配を拒否して，五胡十六国には官僚として仕える者は全くいなかった。

2. 九品中正制度において，中央政府から派遣される中正官を無視して，高位の官職を手に入れた。

3. その勢力を劃ぐため，府兵制では主要な徴兵対象とされた。

4. 高級官僚を輩出し官人永業国の世襲を行った。

問C 下線部Cに関連して 正しいものを一つ選べ。

1. 安禄山の娘は皇帝の妃となったが，それを妬む者の議言に危機感をおぼえた安禄山は，この反乱を起こした。

2. 史思明は安禄山を暗殺して，自ら大燕皇帝と称した。

3. この反乱の鎮圧に協力したウイグルは，その勢いで長年の仇敵であった東突厭を併合した。

4.楊炎は，安史の乱鎮j五後の財政再建に貢献した。

問。 日 につ川…に位置し西音などの王ーとした長安とな山重一折、あった都市を一

つ選べ。

1 .鏑京 2.件京 3 洛陽 4.成陽

問E 下線部互について，黄巣とともに唐代末期の反乱を率いた人物を一人選べ。

1. 王僧弁 2. 王員IJ 3. 王仙芝 4. 王直

間F 下線音IIFについて， ii代十回時代に「燕雲－卜六什｜」を契丹に割譲した王朝を一つ選べ。

1 .後唐 2. 後梁 3. 後晋 4. 北i莫

問G 囚に入る諒一べ。

1.郷試 2.会試 3.覆試 4.殿試

問H 下線部Hについて，こう した社会的有力者層の主な母体となった富農 ・官人階層をあらわす言葉を一つ選べ。

1. 形勢戸 2.佃戸 3.民戸 4.里長戸
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問 l 下線部｜について，こうした特権を得て， 一般人民とは異なる戸籍に登録された家の呼び名を一つ選べ。

1. 主戸 2. 官声 3. 甲首 4. 里長

問J F線部Jについて 次の中で壬安石の主導した f新法Jではないものを一つ選べ。

1.保烏法 2. 1呆印法 3.公国法 4.募役法

間K 下線部Kにつき，王安石と対立し，王安石の辞職後に新法を次々と撤廃した人物を一人選べ。

十司馬 炎 2. 司馬連 3.司馬貞 4. 青J馬光

問L 下線部Lについて，その前後の情勢に関する説明と して正しいものを一つ選べ。

1. 金の圧迫を受けた北宋は，遼と官約を結んだが，のちにこれを裏切って遼を滅ぼした。

2，秦槍は反対派を抑え込み，金との和議を成立させた。

3.南方中国を保持した南宋は，自らを兄，金を弟とする盟約を結んだ。

4.北宋皇帝の高宗は，金軍に捕らわれて北方に連行された。
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m 次の文章を読み，間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。

世界史を考える上でキーワードと言うべきものにヒトの「移動」（migration）があるO その動機は戦争，飢餓，

気候変動などさまざまであるが，それが大規模な移動になった場合，当然先住民との廉擦 あワれきを生むことにな

る。

古代を代表する移動現象には，ケルト人の移動がある。彼らはインドニヨーロッパ語族に属し，ほほヨーロ ッパ全
A 

体を居住地域としていたが，共和政ローマ期に一部が属川にな り，またゲルマン人の圧迫を受け，「陸のケルト」は
B c一一ー一一一一

各地に定住することになった。 現在ケルト文化の強い影響を受けているときれる，スコットランド，アイルランドな
D E 

ど「島のケルト」と古代ケルト人の関係は不明のことも多いが，彼らの妖精神話，美術，キリスト教信仰などにはケ

ルト的な共通性が認められる。スコットランドマアイルランドはいずれも， しばしばイングランドと紛争を起こし，

その影響は現在にまで及んでいる。

移動を繰り返した民族として著名なものはへブライ人であろう。もと遊牧民であった彼らは民族移動を重ねたが，
F－一一一一一一一

新パピロニアに征服され，のちローマの領土となったが民族は四散し，統一関家成立は1948年のイスラエル間建凶ま
G 

で待たねばならなかった。しかしイスラエル閣と近隣の中東諸国との聞には深刻な対立関係が続いている。
H 

近現代におけるヒトの移動で代表的なのは，植民地であろう。本来古代ギリシア，ローマ期のcoloniαとは移住地

のことであった。しかし15世紀の「地理上の発見J以降，スペイン，イギ1）ス，オランダなど列強は，国内の余剰人
l一一一一一一一J一一一一一一－K一一一一一一一

いのはけ口だけでなく，植民地を政治的に従属させるとともに，宗主聞にとって有利な市場としていったのである。

し か し白ら川町時代伽遺産 叩 馴 化 さ れ た 酬 の 川 町 ら ー ポ ス トコロ

ニアリズム研究が進められている。

間A 下線部Aに関して，インド＝ヨ←ロッパ語族に含まれる現代語はどれか。

1 .ハンガリ－！再 2. エストニア言語 3. フィンランド百音 4. ロシア話者

問B 下線吉I¥Bに関して，共和政ロ←マ期に起こった出来事はどれかc

1. カルケドン公会議の開催 2. エフエソス公会議の開催

3. 十二表j去の市lj定 4. ミラノ勅令の発布

問C 令 f≪,')1_部Cに関して，ゲルマン人のi舌動で，jf.しいものはどれか。

1. アングロニサクソン人は，イングランドに「七王国」を建てた。

2. 4世紀守ブルグンド人が南イタリアにブルグンド王国を建国した。

3. フランク人は，ガリア北部に進出したが 5世紀末にクローヴィスによって服属された。

4. ザ、クセン人は，南ドイツに勢威を誇ったが， 7世紀にキリスト教改宗を拒訴した。

問。 下線部Dに関連して，正しいものはどれか。

1. スコットランド王ジェームズ6世は，イングランド王ジェームズ l世を兼ね，自由主義的な立憲王制を理想

とし7こ。

2. 1707年，ジョージ l世の手によってイングランドとスコットランドは合同し 大ブリテン王副となった。

3. スコットランド生まれのアダム±スミスは f諸国民の富jなどの著作で．古典派経済学を拓いた。

4 16i吐紀，スコットランド女王メアリ＝スチュア←トは，スコットランドのプロテスタント化を進めた。
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問E 下線部Eに関連して，正しいものはどれか。

1. 1649年，クロムウェルはアイルランド征服を企図したが，失敗に終わった。

2. 1801年，イギリスはアイルランドをfn・合したが，アイルランド議会はダプリンに残された。

3. 1840年代のジャガイモ飢鎮で＼アイルランドでは100万人以上の餓死者がでた。

4”グラッドストン首相は保守党と提携することで アイルランド自治法を成立させた。

間F 下線部Fに関連して 古代へプライ人の1lt令史について 誤っているものはどれか。

1. ヘブライ人は前1500年頃，パレスチナに定住した。

2.前13i世紀頃，指導者モーセのもと，ヘブライ人はパレスチナを離れ，エジプトに定住した。

3.前10世紀頃，ダヴイデ王，ソロモン王のもと繁栄した。

4目ソロモン王の死後，王国はイスラエル王国と，ユダ王国に分裂した。

間G 下線部Gに関して，イスラエル建国にいたるまでの中東に関する事件のうち，年代順で古いものから 2番目に

当たるのはどれか。

1. パレスチナが，イギリスの委任統治領となる。

2. パルフォア宣言が出される。

3. 出際連合総会が，パレスチナ分劃案を決議する。

4. サイクス・ピコ協定が締結される。

間H 下線部Hに関して，現代の中東問題について正しいものはどれか。

十 1979年のイラン革命は，アメリカ合衆国の介入により失敗に終わった。

2. 1973年，第4次中東；戦争が起とると，石油輸出国機構（0PE C）は原油価格を上げ，第二次石油危機が起

こった。

3. 2001年F イスラーム急進派による，ニューヨーク，ワシントンでの同時多発テロについて，オバマ大統領は

直ちに対テロ戦争を宣言した。

4. 1980年代，パレスチナの人々は，武力にまさるイスラエル軍に対して投石などで抵抗の意思を示すインテイ

ブアーダを展開した。

問 l 卜

1 . オイギ、ンス 2. トゥサンニルヴェルチュール 3. イダルゴ 4. サン＝マルテイン

問J 下線部Jに関連して，イギリスの旧植民地 香港について誤っているものはどれか。

1 2019年，「逃亡者条例」をめぐって，香港では民主化デモが起こった。

2. 1944lf..日本は香港を占領した。

3. 1984年，イギリスとゆ固との聞で香港の中国返還について合意がなされた。

ι香港返還後も． 「一国二制度」のもとで，香港では現在も資本主義制度が容認されている。

問K 下線部Kに関して，オランダの対外的な事件で市いものから）順に 3番目に当たるものはどれか。

1. アチェ戦争が起こ り，ゲリラ戦による長期戦となったが，オランダはこれを鎮圧した。

2. ジャワ戦争が起こったが，オランダは反乱を鎮圧した。

3 3次にわたるイギリス＝オランダ （英蘭）戦争が起こった。

4. 日本箪が，オランダ領東インドのジャワ島，スマドラ島などを占領し石油資源を確保した。

問L 日一一は議れ
1. サイー r-" 2，キッシンジャー 3. ケインズ 4. デュ←イ
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U 次の文章問空欄日～回一は記述解答用紙の所定欄に適切な語句t!c>-. it J: o ま

た，下線部14に関しては，とくにEUがそれらの移動の自由を域内で認めることを基本理念としてきている

が，そのことと2015年以降にイギリスで起きたEUとの関係に関する出来事との関連性について記述解答用

紙の所定欄に100字以内で説明しなさしミ。なお，句読点・算用数字も l字とするの

広く社会に散在する資本を集積し，その資本をもとに事業を行うことを可能にする仕組みとしての株式会社の起源

は 1的批仁ヨで設立された東インド会社にあるといわれるo 同社は担当初，出資者らによる意思決定機

関としての株主総会をもたないなど，取締役や同家の影響力が強い形態であゥた。しかし，その後，フランスにおい

て財務総駐 の 臼 カ を冠した巴 主義 とも よ山 巴政 策の 一環 で一 軒擁す

干民主的な組織として東インド会社を再建するなど 株式会干土にカミかる制度は国境を越えてヨ」ロツパ大陸全体に！l ； 

カ宝つていつた。

アメリカでも，独立戦争後，多くのナ1-1で株式会社制度に関する立法が行われ，株式会社が設立された。19世紀後半

には. 1882年に形成され，ロックフエラーによって率いられていた｜ 4 ｜トラストに代表される独占的な企業集団

を形成…があらわれた。……し連邦議会は店こ白を制定して独一…

して対抗しようとしたが， 1888年にはニュージヤ「ジー州が会社による他の会社の株式の取得・保有を認め，企業集

団の形成における持株会社形態の利用に道を聞いたことを皮切りに そのほかの川でも白川、｜に会社の設立や企業集団

を誘致すべく，会社や企業集団に友好的な立法を行う動きがみられていった。結果として アメリカでは．その後も

株式会社の陵盛は続いたが， 1928年にパリで15カ聞が調印し，国際紛争の解決手段として戦争を放棄することを宣言

した田一加推進しドコラス＝パトラーは肌年一スピーチの中で［有限責ー す

る株式会社は，現代における最も偉大な lつの発見でありー蒸気（機関）や電気でさえーその重要性左いう点では株

式会社に及ばないJと述べた。

他方で，株式会社は，剰余金（手lj主主）の配当や株主総会における議決権といった構成員としての様々な諸権利を株

式に証券化しそれを発行，流通させるところ，ときにそうしたプロセスの中で投機その他の多くの問題を生じさせ，

国家や国際的なレベルで金融・経済を混乱させるき っかけにもなってきた。

イギl)

が叩 翌年に臼……した日が経済の混古Lの収又拾同たつた。円 1）カでも附

に株式や投資信託への投資ブ一ムが起きた後’ 1929年にウオーJレ街における株価の暴落が起き，それに続いて世界恐

慌が起きた。その翌年には，アメリカは’周内産業を保護する観点カ、ら農産物を中4、に多くの輸入品の関税を引き上げる囚川
より一j醤悪化させた。

以上のようなことがありつつも，株式会社は第ご次世界大戦以降も多くの国々で利用され，その中カ、らは複数の一的tつ

．資本．サ一ピスの移重VJカ＂i古一発となり，グロ一パリゼ←シヨンが進展している今日’そうした｜ 11 ｜企業は， とく

に製造業分野において，人件費や生産コストの低い地域や 外国為替の関係において有利な地域へ事業を移転させる

ことも多く 一

とく に先進国では’金融部門に過剰に資金が集まり，短期的な利益のf差得を求めてその資金が世界を駆け巡つた結果’

投 ………た回の破綻をも引lき起こした却08

金融市；場およぴ経i斉の1昆乱の直接．間接の原因となつた例がたびたびみられた。さらに，現代の株式会社においては，

経営者に対し株価に連動し，一般的には株価が上昇した場合にそれに応じた報酬が付与されることも多く，それが

成長企業などで多額の報酬を手にした一部の経営者層とそれ以外の従業員層や一般市民との聞に経済格差を生じさせ

ていることから，株式会社は， 1つの国および国際的の両面で富める者とそうでない者を生み出す原因の 1つにもな

っている。

株式会社とそれを文える制度は，多くの国々で雇用を生み，金融・経済の発展に貢献をしてきたことも確かである。

しかしときに金融・経済さらには広く社会に対して混乱をもたらす存在にもなってきてお り，まだまだ課題も多い。

一一一 8一一切
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