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地理歴史・公民・理科〔世界史B，日本史B，政治・経済
物理基礎・化学基礎・生物基礎〕

（試験時間　60分）

　この問題冊子には，「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「政治・経済」の３科目及び「理科（物理

基礎・化学基礎・生物基礎）」を掲載しています。解答する科目を間違えないように

選択しなさい。

注　意　事　項

1　試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。

2　この注意事項は，問題冊子の裏表紙にも続きます。問題冊子を裏返して必ず読み

なさい。ただし，問題冊子を開いてはいけません。

3　この問題冊子は，115ページあります。出題科目，ページ及び選択方法は，下表

のとおりです。

出　題　科　目 ペ　ー　ジ 選　択　方　法

地
理
歴
史
・
公
民

世 界 史 Ｂ 4～ 29
　左の３科目のうち１
科目を選択して解答す
る。

日 本 史 Ｂ 30～ 53

政 治 ・ 経 済 54～ 77

理科 物理基礎・化学基礎・
生物基礎 79～ 115

　試験時間内に左の３科
目のうち ２ 科目を選択し
て解答する。

4　試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に気

付いた場合は，手を挙げて監督者に知らせなさい。

5　「地理歴史・公民」の科目を選択する者は「地理歴史・公民解答用紙」を，「理科」

の科目を選択する者は「理科解答用紙」を使用しなさい。

「理科」は解答用紙１枚で２科目を解答します。解答の順番は問いません。解答

時間（60分）の配分は自由です。

裏表紙へ続く，裏表紙も必ず読むこと。
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6　解答用紙には解答欄以外に次の記入欄があるので，それぞれ正しく記入し，マー

クしなさい。

①　試験コード欄・座席番号欄

試験コード・座席番号（数字）を記入し，さらにその下のマーク欄にマークし

なさい。正しくマークされていない場合は，採点できないことがあります。

②　氏名欄

氏名・フリガナを記入しなさい。

③　解答科目欄

解答する科目を一つ選び，科目名の右のにマークしなさい。マークされてい

ない場合又は複数の科目にマークされている場合は，０点となります。

7　解答は，解答用紙の解答欄にマークしなさい。例えば， １0  と表示のある問

いに対してと解答する場合は，次の（例）のように解答番号10の解答欄のにマー

クしなさい。

（例） 解答
番号 解　　答　　欄

１0          

8　問題冊子の余白等は適宜利用してよいが，どのページも切り離してはいけません。

9　試験終了後，問題冊子は持ち帰りなさい。
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─   54   ─

政治・経済

（解答番号 １  ～ 3４  ）
第 １問　次の問い（問 １～１0）に答えよ。

問 １　日本国憲法で定められた天皇の国事行為の例として最も適当でないものを，

次の～のうちから一つ選べ。 １

　国会を召集すること

　国務大臣を任命すること

　衆議院を解散すること

　最高裁判所長官を任命すること

問 ２　政治家の汚職事件の例として最も適当なものを，次の～のうちから一つ

選べ。 ２

　ロッキード事件

　財田川事件

　免田事件

　外務省公電漏洩事件
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─   55   ─

政治・経済

問 3　産業革命に関する次の文章中の空欄 Ａ  ～ Ｃ  に入る語句の組合

せとして最も適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。 3

資本主義経済は， Ａ  後半に Ｂ  で起こった産業革命を契機に成立

した。産業革命が起こった背景の一つに， Ｃ  運動によって土地を追われ

た多くの農民が，都市で労働力となったことがある。

　Ａ　18世紀　　Ｂ　アメリカ　　Ｃ　囲い込み

　Ａ　18世紀　　Ｂ　アメリカ　　Ｃ　ラッダイト

　Ａ　18世紀　　Ｂ　イギリス　　Ｃ　囲い込み

　Ａ　18世紀　　Ｂ　イギリス　　Ｃ　ラッダイト

　Ａ　19世紀　　Ｂ　アメリカ　　Ｃ　囲い込み

　Ａ　19世紀　　Ｂ　アメリカ　　Ｃ　ラッダイト

　Ａ　19世紀　　Ｂ　イギリス　　Ｃ　囲い込み

　Ａ　19世紀　　Ｂ　イギリス　　Ｃ　ラッダイト

問 ４　再生可能エネルギーの例として最も適当でないものを，次の～のうちか

ら一つ選べ。 ４

　太陽光

　バイオマス

　石　炭

　風　力
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─   56   ─

政治・経済

問 ５　次の図は日本の農林水産物の輸出額の推移を示したものである。この図か

ら読み取れることとして最も適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。

５

（注）　四捨五入の関係で，各項目の和が合計に一致しない場合がある。
（出典）　『平成29年度版農林水産白書』により作成。

　2011年から 2017年にかけて，年間の農林水産物の輸出額は増加を続けて

いる。

　2012年から 2017年にかけての林産物の輸出額の対前年比伸び率は，農産

物や水産物の輸出額の伸び率と比べると，小さい。

　2017年の農林水産物の輸出額に占める農産物の割合は，７割を超えてい

る。

　2017年の農林水産物の輸出額は，2009年と比べておよそ８割増加してい

る。
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─   57   ─

政治・経済

問 6　企業によるメセナの取り組みの例についての記述として最も適当なものを，

次の～のうちから一つ選べ。 6

　音楽家を目指す若者のために，世界的に活躍している音楽家を講師に招い

て，研修会を主催する。

　投資家のために自社の財務状況や事業内容に関する情報を公開する。

　宣伝などを積極的に行って，消費者の消費意欲を喚起する。

　地震などの被災地で無償の医療活動を行っているNPO（非営利組織）に寄

付をする。

問 ７　円安ドル高になる要因とその影響を次の記述Ａ・Ｂおよびア・イから一つ

ずつ選んだ組合せとして最も適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。

７

＜円安ドル高になる要因＞

Ａ　日本で金融緩和政策が実施される。

Ｂ　日本で金融引き締め政策が実施される。

＜円安ドル高の影響＞

ア　日本人にとってアメリカへの旅行が割安になる。

イ　アメリカ人にとって日本への旅行が割安になる。

　Ａとア

　Ａとイ

　Ｂとア

　Ｂとイ
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─   58   ─

政治・経済

問 ８　第二次世界大戦後における日本経済に関する次の出来事Ａ～Ｃを古い順に並

べたものとして最も適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。 ８

Ａ　安定恐慌と呼ばれる不況によりデフレーションが進行した。

Ｂ　傾斜生産方式が採用された。

Ｃ　ドッジ・ラインが実施された。

　Ａ → Ｂ →  Ｃ

　Ａ → Ｃ →  Ｂ

　Ｂ → Ａ →  Ｃ

　Ｂ → Ｃ →  Ａ

　Ｃ → Ａ →  Ｂ

　Ｃ → Ｂ →  Ａ

問 ９　日本の国会に関する記述として最も適当なものを，次の～のうちから一

つ選べ。 ９

　本会議中心主義が採られており，衆議院，参議院ともに本会議において議

案の実質的な審議が行われている。

　予算の作成は衆参両議院の予算委員会が行っている。

　内閣総理大臣の指名について，衆議院と参議院で議決が異なれば，両院協

議会が開催される。

　法律案は衆議院で出席議員の３分の２以上の賛成で可決されれば，参議院

には送付されない。
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政治・経済

問１0　2005年に成立した会社法によって設立が可能となり，すべての出資者が有

限責任のみを負う会社として最も適当なものを，次の～のうちから一つ選

べ。 １0

　合資会社

　合同会社

　合名会社

　有限会社
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─   60   ─

政治・経済

第 ２問　次の文章を読み，下の問い（問 １～ ８）に答えよ。

19世紀イギリスの政治学者ブライスによると，地方自治は民主主義の学校であ

る。だが，明治時代のわが国では，「上からの近代化」の実現が急務とされ，天皇を

頂点とする中央集権体制が指向された。ⓐ大日本帝国憲法にも地方自治に関する直

接の規定は置かれず，地方制度は法律によって定められるにとどまった。また，地

方議員は公選だったものの，首長はそうではなく，特に府県知事は内務省から派遣

された中央官僚だった。

これに対し，日本国憲法は国民主権，平和主義，ⓑ基本的人権の尊重を三大原理

とし，大日本帝国憲法とはその性質を異にしている。地方制度に関しても例外では

なく，独立の章立てで地方自治が規定されている。第92条には「地方自治の本旨」

とあるが，これは住民自治と団体自治のことと理解されている。住民自治は地方自

治の民主主義的原則であり，地方自治体の首長や議員はⓒ直接選挙で選出するとさ

れた。さらに，日本国憲法の理念に基づいて制定された地方自治法によって，ⓓ直

接民主制的な制度であるⓔ直接請求権も法制化されている。また，団体自治は地方

自治の自由主義的（地方分権的）原則である。日本国憲法では地方自治体にⓕ条例

の制定権を認めており，地方自治体は国からある程度独立した機関とされている。

だが，現実の国と地方の間には「上下・主従」の関係が見られた。そのため，

1990年代には地方分権が重要な課題となった。そして，国と地方を「対等・協力」

の関係に変えることを目指し，2000年には地方分権一括法が施行され，地方自治

法をはじめとする地方自治に関する475もの法律が一挙に改正された。

地方分権改革は 21世紀に入って以降も続いている。小泉内閣では，特殊法人改

革や規制緩和，ⓖ裁判員制度の創設などの司法改革のほか，ⓗ地方財政の三位一体

改革が実現している。また，2019年12月現在でも地方分権改革推進本部が内閣に

設置されており，地方分権改革に関する施策の総合的な策定及び実施を進めている。

20クマK　地歴公民・理科.indb   60 2020/02/07   16:04:16



─   61   ─

政治・経済

問 １　下線部ⓐに関する記述として最も適当でないものを，次の～のうちから

一つ選べ。 １１

　大日本帝国憲法のもとでは，軍隊の統帥権は天皇大権に属し，内閣や帝国

議会からは独立した権限とされていた。

　大日本帝国憲法のもとでは，帝国議会は貴族院と衆議院の二院制とされて

おり，貴族院議員は，天皇による任命など公選によらずに選出された。

　大日本帝国憲法では，緊急の必要がある場合に，天皇は帝国議会に代わっ

て法律を制定することが認められていた。

　大日本帝国憲法には，内閣についての規定がなく，国務各大臣が天皇を輔
ほ

弼
ひつ

することとされていた。

問 ２　下線部ⓑに関連して，日本における人権をめぐる諸問題についての記述とし

て最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 １２

　いわゆる「新しい人権」は，日本国憲法にある幸福追求権の規定を根拠に

主張されることがある。

　大阪空港公害訴訟において，最高裁判所は環境権について，良好な環境を

享受する権利として認める判断を示している。

　平和的生存権は，日本国憲法前文などを根拠として主張され，裁判所も憲

法に規定された具体的権利として認めている。

　国政調査権は，表現の自由を情報の受け手である国民の側からとらえた権

利であり，1990年代末に法律に明文で規定された。
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─   62   ─

政治・経済

問 3　下線部ⓒに関連して，日本の選挙についての記述として最も適当なものを，

次の～のうちから一つ選べ。 １3

　地方自治体の首長や議員の選挙では，連座制の適用が除外されている。

　候補者らが選挙運動として戸別訪問を行うことは，禁止されている。

　衆議院議員総選挙には，非拘束名簿式比例代表制が導入されている。

　無党派層とは，選挙において投票を棄権する有権者層のことをいう。

問 ４　下線部ⓓについての次の記述Ａ・Ｂの正誤の組合せとして最も適当なものを，

下の～のうちから一つ選べ。 １４

Ａ　最高裁判所の裁判官の任命については，衆議院議員総選挙および参議院議

員通常選挙の際に国民審査に付される。

Ｂ　国民投票において過半数による承認がなければ，国会は日本国憲法の改正

案を審議することができない。

　Ａ―正　　Ｂ―正

　Ａ―正　　Ｂ―誤

　Ａ―誤　　Ｂ―正

　Ａ―誤　　Ｂ―誤
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政治・経済

問 ５　下線部ⓔに関して，日本の普通地方公共団体であるＡ市に，有権者が３万人

いるとする。Ａ市において監査委員に対して事務監査を直接請求するには，最

低でも何人の有権者の署名を集める必要があるか。最も適当なものを，次の

～のうちから一つ選べ。 １５

　０人

　600人

　１万人

　１万５千人

問 6　下線部ⓕについての次の記述Ａ・Ｂの正誤の組合せとして最も適当なものを，

下の～のうちから一つ選べ。 １6

Ａ　地方公共団体は，法律の範囲内で条例を制定することができるとされてい

るが，公害防止の目的で，法律よりも厳しい規制を条例で定める例がある。

Ｂ　首長は，条例について拒否権をもち，議会の議決した条例に異議があると

きは，再度の議決を要求することができる。

　Ａ―正　　Ｂ―正

　Ａ―正　　Ｂ―誤

　Ａ―誤　　Ｂ―正

　Ａ―誤　　Ｂ―誤
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政治・経済

問 ７　下線部ⓖについての記述として最も適当なものを，次の～のうちから一

つ選べ。 １７

　裁判員は，日本国籍を有する18歳以上の有権者の中から，「くじ」によって

選ばれる。

　裁判員裁判では，裁判員のみによって被告人が有罪か無罪かの認定が行わ

れる。

　裁判員の任務は心理的な負担が大きいため，裁判員になるのを辞退するこ

とは特に理由がなくても認められる。

　裁判員が選任される前に，争点を絞りこむための公判前整理手続が実施さ

れる。

問 ８　下線部ⓗに関する記述として最も適当なものを，次の～のうちから一つ

選べ。 １８

　国から使途を指定して地方自治体に交付される国庫支出金の縮減が行われ

た。

　「ふるさと納税」制度が導入され，任意の地方自治体への寄付によって所

得税と住民税が減額されるようになった。

　地方交付税が地方自治体の自主財源となった。

　国から地方に税源を移譲するために，相続税を国税から地方税に改めた。

20クマK　地歴公民・理科.indb   64 2020/02/07   16:04:16



─   65   ─

政治・経済

（下　書　き　用　紙）

　政治・経済の試験問題は次に続く。
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─   66   ─

政治・経済

第 3問　次の文章を読み，下の問い（問 １～ ８）に答えよ。

外国人労働者の受け入れ拡大が話題となっているが，わが国では人手不足が深刻

化し，それがⓐ経済成長の足かせになっていると言われている。人手不足の原因の

一つと考えられるのが少子化だろう。

ところで，近年では，少子化をⓑ経済学における「市場の失敗」との関連で理解

しようとする議論がある。「市場の失敗」とは，市場に委ねても期待される資源の効

率的な配分が実現できないことをいう。その原因として，ⓒ公共財，外部不経済，

独占・ⓓ寡占などが挙げられる。

子どもは成長すれば社会の担い手として労働し，ⓔ租税を負担して社会を支える

ことになる。若者が多い社会には活気がある。だが，親となる責任は重い。子育て

で仕事に支障をきたすこともあるし，教育には多大なⓕ費用も要する。その一方で，

生涯独身で子どもがいなくても，老後は，他人が産み，育てた人々が支える社会保

障の恩恵を被ることができる。このような状況で，子どもを授かることをあきらめ

る人が増えても無理はない。すると，出生率が減少することになる。そこで，政府

は，「市場の失敗」において自由な経済活動に介入するのと同じように，補助金を支

給するなどして子育て支援をしなければならないというわけである。

古典派経済学の祖であるアダム・スミスは，個人が私利に基づいて行動していて

も，「 ア  」によって社会的調和は実現すると論じた。しかしそのスミスも，国

防・司法・公共事業については政府が役割を果たさなければならないと考えていた。

19世紀には自由放任主義が志向され，社会主義者のラッサールは当時の国家を 

イ  と呼んで批判した。だが，20世紀に入って，アメリカで世界恐慌の対策と

してⓖニューディール政策が実施されたのをはじめ，現代では自由主義国家であっ

ても政府は積極的に経済政策を行うようになっている。少子化問題を含め，現代の

政府が取り組むべき課題はかつてより増加していると言えよう。
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─   67   ─

政治・経済

問 １　文章中の空欄 ア  ・ イ  に入る語句の組合せとして最も適当なもの

を，次の～のうちから一つ選べ。 １９

　ア　一般意志　　　イ　夜警国家

　ア　一般意志　　　イ　行政国家

　ア　見えざる手　　イ　夜警国家

　ア　見えざる手　　イ　行政国家

問 ２　下線部ⓐに関して，国民所得についての次の記述Ａ・Ｂの正誤の組合せとし

て最も適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。 ２0

Ａ　国民所得は生産・分配・支出の三面から見ることができ，これらは理論上

等しい数値となる。

Ｂ　GNI（国民総所得）に，海外からの純所得を加えると，GDP（国内総生産）

となる。

　Ａ―正　　Ｂ―正

　Ａ―正　　Ｂ―誤

　Ａ―誤　　Ｂ―正

　Ａ―誤　　Ｂ―誤
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─   68   ─

政治・経済

問 3　下線部ⓑに関連して，次の経済学者Ａ～Ｃとその説明ア～ウとの組合せとし

て最も適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。 ２１

Ａ　セ　ン

Ｂ　ケインズ

Ｃ　クラーク

ア　ペティが唱えた説をもとに，経済発展に従って中心的な産業が第一次産業

から第二次産業，第三次産業へと移行することを明らかにした。

イ　非自発的失業は有効需要が不足しているから発生するのであり，完全雇用

の達成には財政支出の拡大が有効だとした。

ウ　不平等に関する研究を行って貧困や飢餓の問題に取り組み，ケイパビリ

ティ（潜在能力）という概念を提唱した。

　Ａ－ ア　　Ｂ－ イ　　Ｃ－ ウ

　Ａ－ ア　　Ｂ－ ウ　　Ｃ－ イ

　Ａ－ イ　　Ｂ－ ア　　Ｃ－ ウ

　Ａ－ イ　　Ｂ－ ウ　　Ｃ－ ア

　Ａ－ ウ　　Ｂ－ ア　　Ｃ－ イ

　Ａ－ ウ　　Ｂ－ イ　　Ｃ－ ア

問 ４　下線部ⓒに関して，公共財の例として最も適当でないものを，次の～の

うちから一つ選べ。 ２２

　住　宅

　道　路

　警　察

　灯　台
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─   69   ─

政治・経済

問 ５　下線部ⓓに関連して，寡占市場についての記述として最も適当なものを，次

の～のうちから一つ選べ。 ２3

　寡占市場においては，需要が拡大しても価格が上昇しにくくなる。

　寡占市場においては，デザインによる差別化が抑制される傾向がある。

　寡占市場においては，公正取引委員会が価格を決定する権限をもつ。

　寡占市場においては，プライスリーダー（価格先導者）が現れやすい。

問 6　下線部ⓔに関して，日本の税制についての次の記述Ａ・Ｂの正誤の組合せと

して最も適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。 ２４

Ａ　シャウプ勧告によって，間接税中心から直接税中心の税制に改められた。

Ｂ　所得税は源泉徴収が行われているため，間接税に分類される。

　Ａ―正　　Ｂ―正

　Ａ―正　　Ｂ―誤

　Ａ―誤　　Ｂ―正

　Ａ―誤　　Ｂ―誤

問 ７　下線部ⓕに関連して，企業が生産設備の規模を拡大することによって，一商

品あたりの費用を削減できることを何というか。最も適当なものを，次の～

のうちから一つ選べ。 ２５

　比較優位

　スケール・メリット

　トレード・オフ

　機会費用
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─   70   ─

政治・経済

問 ８　下線部ⓖに関する記述として最も適当でないものを，次の～のうちから

一つ選べ。 ２6

　TVA（テネシー川流域開発公社）を民営化した。

　労働者の団結権，団体交渉権を保障するための法整備がなされた。

　社会保障法が制定された。

　この政策を進めた大統領は，のちにヤルタ会談に出席した。
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─   71   ─

政治・経済

（下　書　き　用　紙）

　政治・経済の試験問題は次に続く。
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─   72   ─

政治・経済

第 ４問　次の文章を読み，下の問い（問 １～ ８）に答えよ。

「人生百年時代」を迎えつつあると言われているが，ⓐ高齢化の進行に伴ってわ

が国の社会保障関係費は増加の一途にある。また，税収は財政需要を満たすに至ら

ず，公債金に依存する状態にある。そのため，社会保障関係費の増加を抑制する政

策が実施されている。

このような日本の状況について， 国連（国際連合）の人権高等弁務官事務所

（OHCHR）は，「ⓑ貧困層の社会保障を脅かす生活保護削減」というタイトルのプレ

スリリースを 2018年に発表した。また，国連の社会権規約委員会は，2013年にわ

が国のⓒ生活保護の申請の簡素化や保護申請者の尊厳などに関して勧告を行ってい

る。

しかし，そもそもⓓ国際法には内政不干渉の原則があり，各国の国内問題につい

て他の国や国際機関が干渉することは慎まなければならないとされている。また，

国内事情に関する勧告や批判がその対象国の民主主義や文化を軽視しているとして

反発を招いた例もある。それにもかかわらず，国連の機関が各加盟国の人権問題に

ついて高い関心をもち，働きかけを行うのはなぜだろうか。

それは，過去の歴史から，一国内だけでの取り組みでは人権問題を解決するのに

不十分であり，国際社会全体で取り組むべきだということが明らかになったためで

ある。例えばナチスドイツによるポーランド侵攻など，第二次世界大戦では国家間

の侵略によって，多くの市民が人権を侵害されるという悲劇が生じた。こうした経

緯に対する反省をふまえ，国連は，ⓔ国際平和と安全の維持や諸国間の友好関係の

発展などと並んで，「ⓕ人種，性，言語又
また

はⓖ宗教による差別なくすべての者のた

めに人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて，国際協力を

達成すること」も，その設立目的としている。そして，NGO（非政府組織）などと

も協調しながら，ⓗ人権の国際的保障のための取り組みを進めている。
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─   73   ─

政治・経済

問 １　下線部ⓐに関して，次の図は世界各国の高齢化率と社会支出（社会保障の

ための支出）の対国内総生産費との相関関係を示したものである。図中のＡ

～Ｃには日本，アメリカ，スウェーデンのいずれかが該当する。Ａ～Ｃに該

当する国の組合せとして最も適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。

２７

 

 （出典）　『平成30年版厚生労働白書』により作成。

　Ａ　日　本　　　　　Ｂ　アメリカ　　　　Ｃ　スウェーデン

　Ａ　日　本　　　　　Ｂ　スウェーデン　　Ｃ　アメリカ

　Ａ　アメリカ　　　　Ｂ　日　本　　　　　Ｃ　スウェーデン

　Ａ　アメリカ　　　　Ｂ　スウェーデン　　Ｃ　日　本

　Ａ　スウェーデン　　Ｂ　日　本　　　　　Ｃ　アメリカ

　Ａ　スウェーデン　　Ｂ　アメリカ　　　　Ｃ　日　本
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─   74   ─

政治・経済

問 ２　下線部ⓑに関連する次の文章中の空欄 Ａ  ・ Ｂ  に入る語句の組合

せとして最も適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。 ２８

エンゲル係数とは，消費支出に占める Ａ  の費用の割合のことであり，

所得が低いほどこの数値は Ｂ  なる傾向がある。

　Ａ　飲　食　　　　Ｂ　高　く

　Ａ　飲　食　　　　Ｂ　低　く

　Ａ　耐久消費財　　Ｂ　高　く

　Ａ　耐久消費財　　Ｂ　低　く

問 3　下線部ⓒに関する記述として最も適当でないものを，次の～のうちから

一つ選べ。 ２９

　生活保護は，日本国憲法に規定された生存権を保障するための制度である。

　生活保護は，国民が納めた保険料と税金を財源として実施されている。

　生活保護として住宅扶助や医療扶助などが実施されている。

　国の生活保護基準が争われた裁判に朝日訴訟がある。

問 ４　下線部ⓓに関する記述として最も適当でないものを，次の～のうちから

一つ選べ。 30

　グロティウスは，国際社会にも自然法に基づく国際法があることを説き，

「国際法の父」と呼ばれている。

　国際法を制定する統一的な立法機関はない。

　慣習国際法に法としての拘束力は生じない。

　国際司法裁判所は，国際法に従って国家間の紛争を平和的に解決するため

に設立された機関である。
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─   75   ─

政治・経済

問 ５　下線部ⓔに関連して，国連の安全保障理事会についての記述として最も適当

なものを，次の～のうちから一つ選べ。 3１

　常任理事国と非常任理事国を合わせると15か国である。

　実質事項の決議は全会一致によって行われる。

　国際司法裁判所の裁判官の任命に関与することはできない。

　国連事務総長の出席は認められていない。

問 6　下線部ⓕに関連して，南アフリカ共和国で 1990年代初めに廃止された人種

隔離政策を何というか。最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。

3２

　アパルトヘイト

　ペレストロイカ

　エスノセントリズム

　エスニック・クレンジング

問 ７　下線部ⓖに関して，世界各地の宗教事情についての記述として最も適当なも

のを，次の～のうちから一つ選べ。 33

　北アイルランドはカトリック系の住民が多かったことから，イギリスから

分離し，現在はアイルランドに併合されている。

　ルワンダでは，1990年代にキリスト教系住民とイスラム系住民との間で

内戦が勃発した。

　オスロ合意によって，イスラム系のパレスチナ人の住む地区が，ユダヤ人

国家であるイスラエルから独立することが認められた。

　中華人民共和国（中国）の成立後，チベットでは，自治を求める仏教系の

チベット族による抵抗が強まったが，中国政府はこれを弾圧した。
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─   76   ─

政治・経済

問 ８　下線部ⓗに関連して，国際人権規約に関する次の文章中の空欄 Ａ  ・  

Ｂ  に入る語句の組合せとして最も適当なものを，下の～のうちから

一つ選べ。 3４

国際人権規約は，社会権規約（経済的，社会的および文化的権利に関する国

際規約），自由権規約（市民的，政治的権利に関する国際規約）および，いくつ

かの選択議定書から構成されている。日本は，1979年に三つの項目を留保して，

社会権規約と自由権規約を批准したが，2012年には Ａ  に関する留保を

撤回した。なお，自由権規約の第二選択議定書は， Ｂ  とも呼ばれている

が，日本はこの議定書を批准していない。

　Ａ　公の休日についての報酬　　Ｂ　子ども（児童）の権利条約

　Ａ　公の休日についての報酬　　Ｂ　死刑廃止条約

　Ａ　中等・高等教育の無償化　　Ｂ　子ども（児童）の権利条約

　Ａ　中等・高等教育の無償化　　Ｂ　死刑廃止条約
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─   77   ─

政治・経済

（下　書　き　用　紙）
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─   78   ─

（下　書　き　用　紙）
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