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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～ 27
　左の３科目のうち１
科目を選択して解答す
る。

日 本 史 Ｂ 28～ 49

政 治 ・ 経 済 50～ 73

理科 物理基礎・化学基礎・
生物基礎 75～ 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。

2020 年度　一般入学試験　前期日程（2月 1日）
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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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─   28   ─

日  本  史 Ｂ

（解答番号 １  ～ 36  ）
第 １ 問　次の文章Ａ・Ｂを読み，下の問い（問 １ ～ ８）に答えよ。（史料は，一部省

略したり，書き改めたりしたところもある。）

Ａ　４世紀の日本について記した史料は，ⓐ一部の金石文などを除いて，ほとんど

残されていない。しかし，この間に大王家を盟主とする ⓑ諸豪族の連合政権で

あるヤマト政権により，日本の統一がすすんだと考えられている。

　　５世紀になると，日本には「倭の五王」と称される五人の王がいたことが中国

の史書に記載されている。この王たちは，中国の南朝に朝貢し，みずからの地位

や称号を承認させようとしている様子が見られる。彼らはヤマト政権の大王たち

である。また，この時代は ⓒ古墳時代中期にあたり， ⓓ次の写真のような巨大前

方後円墳が、近畿地方を中心に全国各地に分布している。
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─   29   ─

日本史Ｂ

問 １　下線部ⓐに関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せとして正

しいものを，下の～のうちから一つ選べ。 １

Ｘ　石上神宮に伝来する七支刀には，新羅王が倭王のためにつくったと記され

ている。

Ｙ　好太王碑文には，４世紀に倭が朝鮮半島に出兵したと解釈できる一文が存

在する。

　Ｘ― 正　　Ｙ― 正 　Ｘ ― 正　　Ｙ― 誤

　Ｘ― 誤　　Ｙ― 正 　Ｘ ― 誤　　Ｙ― 誤

問 ２　下線部ⓑに関連して，「連」の姓を与えられた豪族として誤っているものを，

次の～のうちから一つ選べ。 ２

　大伴氏 　中臣氏 　物部氏 　葛城氏

問 3　下線部ⓒに関して述べた文として誤っているものを，次の～のうちから

一つ選べ。 3

　朝鮮半島から須恵器の製作技術が伝えられた。

　横穴式石室に代わり，竪穴式石室が一般化した。

　古墳の副葬品に武器などを用いる割合が高くなり，馬具も加わった。

　人物埴輪，動物埴輪などの形象埴輪が作製された。
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日本史Ｂ

問 ４　下線部ⓓに関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せとして正

しいものを，下の～のうちから一つ選べ。 ４

Ｘ　大仙陵古墳や誉田御廟山古墳は，奈良県の古市古墳群に属している。

Ｙ　稲荷山古墳や江田船山古墳からは，雄略天皇と思われる人物の名が刻まれ

た銅鏡が出土している。

　Ｘ― 正　　Ｙ― 正 　Ｘ ― 正　　Ｙ― 誤

　Ｘ― 誤　　Ｙ― 正 　Ｘ ― 誤　　Ｙ― 誤
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日本史Ｂ

Ｂ　律令国家における中央政府の主要財源は， ア  に基づき徴収される ⓔ調や

庸であった。しかし，農民の負担は大きく，飢饉も頻発したため，８世紀の史料

には調・庸について，全く届かないことを意味する「未進」，期日までに届かな

いことを意味する「違期」，届いても品質が悪いことを意味する「不堪使用」など

の文字が見られるようになる。これに対して桓武天皇は，ⓕ律令の規定を変えて

改革を行おうとしたが，抜本的な解決策とはならなかった。調や庸の徴収の滞り

は官人の俸禄だけではなく，政府や官司の運営費にも支障をきたし，政府機関に

よる直営田が試みられるようになった。例えば，823年，小野岑守の建議により

大宰府管内で導入された イ  もその一つである。その後，ⓖ914年に政府に

提出された意見書からも，律令による人民の掌握と徴税が限界にきていることが

読み取れる。

問 ５　空欄 ア  イ  に入る語句の組合せとして正しいものを，次の～

のうちから一つ選べ。 ５

　ア―戸　籍　　イ―官　田

　ア―戸　籍　　イ―公営田 

　ア―計　帳　　イ―官　田

　ア―計　帳　　イ―公営田
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日本史Ｂ

問 6　下線部ⓔに関して述べた次の文ａ～ｄについて，正しいものの組合せを，下

の～のうちから一 つ選べ。 6

ａ　庸は歳役ともよばれ，正丁の場合，中央で年間５日の労働を課された。

ｂ　庸は歳役の代わりに，正丁の場合，麻布二丈六尺をおさめるものであった。

ｃ　調は農民の運脚によって都へ運ばれたが，道中の食糧は自己負担であった。

ｄ　調は地域の特産品をおさめるもので，まずは地方の役所に集められた。

　ａ・ｃ 　ａ・ｄ 　ｂ・ｃ 　ｂ・ｄ

問 ７　下線部ⓕに関して述べた文として誤っているものを，次の～のうちから

一つ選べ。 ７

　初期荘園の増加を防止するための最初の荘園整理令を出した。

　雑徭を半減し，正丁の負担は30日以内となった。

　勘解由使を新設し，国司の不正を防ごうとした。

　６年一班の班田を12年一班に変更した。
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日本史Ｂ

問 ８　下線部ⓖに関連して，次の史料はその意見書の抜粋である。史料を読み，以

下の問い1・2に答えよ。

　史料

　天平神
じん

護
ご

年中に，右大臣吉備朝臣，大臣といふをもて本郡の大
たい

領
りょう

を兼ねた

り。試みにこの郷（注１）の戸
こ

口
こう

を計
かぞ

へしに，纔
わずか

に課
か

丁
てい
（注２）千九百余人ありき。

貞観の初めに，故民部卿藤原保則朝臣，かの国の介
すけ

たりし時に，・・・大帳を

計ふるの次
ついで

に，その課丁を閲
けみ

せしに，七十余人ありしのみ。清行任に到りて，

またこの郷の戸口を閲せしに，老丁二人・正丁四人・中男三人ありしのみ。去
い

にし延喜十一年に，かの国の介藤原公利，任満ちて都に帰りたりき。清行問ふ，

「邇
に

磨
まの

郷
さと

の戸口当今幾
いく

何
ばく

ぞ」と。公利答へて云
いわ

く，「一人もあることなし」と。・・・

　（注１）　この郷：邇磨郷のこと。

　（注２）　課丁：調庸を課すことのできる男子。

1　この文書を提出した人物として正しいものを，次の～のうちから一つ

選べ。 ８

　　吉備真備 　　藤原保則 　　三善清行 　　藤原公利

2　下線部の時代の天皇として正しいものを，次の～のうちから一つ選べ。

９

　　醍醐天皇 　　宇多天皇 　　村上天皇 　　光孝天皇
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日本史Ｂ

第 ２問　次の文章Ａ・Ｂを読み，下の問い（問 １～ ９）に答えよ。（史料は，一部省
略したり，書き改めたりしたところもある。）

Ａ　1068年に後冷泉天皇が没すると，異母弟である後三条天皇が即位した。後三

条天皇は，藤原氏とは外戚関係のない壮年の天皇であった。彼は，学者で『江家

次第』などの著作がある ア  らを登用し，ⓐ大胆な荘園整理を実施した。

　　その後，後三条天皇から皇位を継承した白河天皇は，幼少の堀河天皇に譲位

し，みずからは上皇として院庁を開き，ⓑ院政を開始した。このことを北畠親房

は『 イ  』の中で，「此御代ニハ院ニテ 政
まつりごと

ヲキカセ給ヘバ，執
しっ

柄
ぺい
（注）ハタゞ

職ニソナハリタルバカリニナリヌ。サレバコレヨリ又フルキスガタハ一変スルニ

ヤ侍
はべり

ケン。」と評している。これ以降も，鳥羽上皇やⓒ後白河上皇による院政が

行われた。

（注）　執柄：摂政・関白。

問 １　空欄 ア  イ  に入る語句の組合せとして正しいものを，次の～

のうちから一つ選べ。 １0

　ア―大江匡房　　イ―愚管抄

　ア―大江匡房　　イ―神皇正統記 

　ア―藤原通憲　　イ―愚管抄

　ア―藤原通憲　　イ―神皇正統記
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日本史Ｂ

問 ２　下線部ⓐに関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せとして正

しいものを，下の～のうちから一つ選べ。 １１

Ｘ　記録荘園券契所を設けて，寛徳２（1045）年以後の新立荘園を廃止した。

Ｙ　石清水八幡宮は，34か所の荘園のうち，13か所が整理対象とされた。

　Ｘ― 正　　Ｙ― 正 　Ｘ ― 正　　Ｙ― 誤 

　Ｘ― 誤　　Ｙ― 正 　Ｘ ― 誤　　Ｙ― 誤

問 3　下線部ⓑに関連して，この時の上皇が行ったこととして正しいものを，次の

～のうちから一つ選べ。 １２

　源義親を討伐した平正盛を，北面の武士に登用した。

　蓮華王院や六勝寺の最初となる尊勝寺を建立した。

　近臣として，藤原信頼や藤原成親を重用した。

　院領荘園として集積した荘園群を，長講堂に寄進した。

問 ４　下線部ⓒに関連して，後白河上皇が今様などを集成した歌謡集として正しい

ものを，次の～のうちから一つ選べ。 １3

　『禁秘抄』 　『山家集』 　『沙石集』 　『梁塵秘抄』
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日本史Ｂ

Ｂ　文保の和談により1318年に即位した ウ  の後醍醐天皇は，ⓓ鎌倉幕府を

滅ぼし，建武の新政と称される新体制を樹立する。しかし， エ  が蜂起した

中先代の乱を一つのきっかけとして，この新政は３年足らずで崩壊してしまう。

1336年に足利尊氏はⓔ建武式目を発表すると，1338年には擁立した光明天皇か

ら征夷大将軍に任じられた。後醍醐天皇は吉野へ逃れたため，南北に天皇が存在

するⓕ南北朝時代を迎えることとなる。その後，1339年に後醍醐天皇が亡くな

ると，その冥福を祈るため，ⓖ尊氏は寺院を創建した。

問 ５　空欄 ウ  エ  に入る語句の組合せとして正しいものを，次の～

のうちから一つ選べ。 １４

　ウ―大覚寺統　　エ―北条高時

　ウ―大覚寺統　　エ―北条時行 

　ウ―持明院統　　エ―北条高時

　ウ―持明院統　　エ―北条時行

問 6　下線部ⓓに関して述べた文として正しいものを，次の～のうちから一つ

選べ。 １５

　上洛した新田義貞は，後醍醐天皇の呼びかけで，六波羅探題を攻略した。

　後醍醐天皇は，流刑地の佐渡を脱出し，倒幕勢力を結集した。

　雑訴決断所は，主に所領関係の訴訟を担当した。

　北畠顕家は，義良親王を将軍として鎌倉将軍府を開いた。
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日本史Ｂ

問 ７　下線部ⓔに関連して，その条文の一部として正しいものを，次の～のう

ちから一つ選べ。 １6

　「右，地頭御家人買
ばい

得
とく

の地に於
お

いては，本条を守り，廿箇
か

年を過ぐるは，

本主取り返すに及ばず。」

　「近
ちか

曾
ごろ

関東の成敗と称し，天下の政務を乱
みだ

る。 纔
わずか

に将軍の名を帯
お

ぶると

雖
いえど

も，猶
なお

以
もっ

て幼稚の齢
よわい

に在
あ

り。」

　「右，右大将家の御時定め置かるる所は，大番催促・謀
む

叛
ほん

・殺
せつ

害
がい

人
にん

〔付たり。

夜討・強盗・山賊・海賊〕等の事なり。」

　「就
なかん

中
ずく

，鎌倉郡は，文治に右
う

幕
ばつ

下
か

始めて武館を構へ，承久に義時朝臣天下

を幷
へい

吞
どん

す。武家に於
お

いては，尤
もっと

も吉土と謂
い

ふべきか。」

問 ８　下線部ⓕの出来事に関して述べた次の文Ⅰ～Ⅲについて，古いものから年代

順に正しく配列したものを，下の～のうちから一つ選べ。

１７

Ⅰ　九州の懐良親王が今川貞世によって大宰府を追われた。

Ⅱ　足利義満が明徳の乱で山名氏清を倒した。

Ⅲ　高師直と足利直義の対立は，観応の擾乱へ発展した。

　Ⅰ― Ⅱ― Ⅲ 　Ⅰ― Ⅲ― Ⅱ 　Ⅱ― Ⅰ― Ⅲ

　Ⅱ― Ⅲ― Ⅰ 　Ⅲ― Ⅰ― Ⅱ 　Ⅲ― Ⅱ― Ⅰ

問 ９　下線部ⓖの寺院の名称と開山の組合せとして正しいものを，次の～のう

ちから一つ選べ。 １８

　相国寺― 春屋妙葩 　相国寺― 夢窓疎石

　天龍寺― 春屋妙葩 　天龍寺― 夢窓疎石
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日本史Ｂ

第 3問　次の文章Ａ・Ｂを読み，下の問い（問 １ ～ ９）に答えよ。（史料は，一部省
略したり，書き改めたりしたところもある。）

Ａ　ヨーロッパが大航海時代を迎えると，ⓐスペイン（イスパニア）やポルトガル

は東南アジアを中心に拠点を確保し，布教と貿易を行った。その結果，日本にも

鉄砲やⓑキリスト教が伝来した。また， ア  号の漂着によってオランダやイ

ギリスとも関わりが生まれ，ⓒ貿易が行われた。中には，支倉常長を正使として

派遣した1613年の イ  のように，ヨーロッパを訪れることになった日本人

も存在する。しかし，キリスト教の布教がスペイン・ポルトガルの侵略をまねく

危険性と，貿易に関係している西国の大名たちが富強化する恐れを感じた幕府は，

やがて ⓓキリスト教の禁止といわゆる鎖国体制をとるに至った。

問 １　空欄 ア  イ  に入る語句の組合せとして正しいものを，次の～

のうちから一つ選べ。 １９

　ア―サン=フェリペ　　イ―天正遣欧使節

　ア―サン=フェリペ　　イ―慶長遣欧使節

　ア―リーフデ　　　　   イ― 天正遣欧使節

　ア―リーフデ　　　　   イ― 慶長遣欧使節
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日本史Ｂ

問 ２　下線部ⓐに関連して，次のＸ・Ｙと，それぞれの国の拠点に該当する地図上

の位置ａ～ｄとの組合せとして正しいものを，下の～のうちから一つ選べ。

２0

Ｘ　スペイン（イスパニア）

Ｙ　ポルトガル

ａ
c

d

b

　Ｘ― ａ　　Ｙ― ｃ 　Ｘ ― ａ　　Ｙ― ｄ

　Ｘ― ｂ　　Ｙ― ｃ 　Ｘ ― ｂ　　Ｙ― ｄ

問 3　下線部ⓑに関して述べた文として正しいものを，次の～のうちから一つ

選べ。 ２１

　巡察師のルイス=フロイスは，活字印刷術を日本にもたらした。

　日本布教の中心となったのは，耶蘇会と称されたイエズス会だった。

　有馬晴信は，来日したフランシスコ=ザビエルに山口での布教を認めた。

　南蛮寺とよばれる宣教師の養成学校が，安土や有馬に設置された。
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日本史Ｂ

問 ４　下線部ⓒに関して述べた文として誤っているものを，次の～のうちから

一つ選べ。 ２２

　1604年以降，ポルトガルとの白糸の貿易には糸割符制度が適用された。

　日本の貿易船は，江戸幕府から海外渡航の許可証である朱印状を受けた。

　日本からの主要な輸出品は，灰吹法で生産量が増大した金だった。

　明の海禁政策に対して，日明の商人は東南アジアで出会貿易を行った。

問 ５　下線部ⓓに関して述べた文として正しいものを，次の～のうちから一つ

選べ。 ２3

　キリシタン大名であった高山右近は，元和の大殉教で火刑に処された。

　オランダ商館は最初は長崎の出島にあったが，やがて平戸に移された。

　1639年の鎖国令では，スペイン（イスパニア）船の来航が全面的に禁止さ

れた。

　禁教のため，家族ごとに宗旨と檀那寺を記載した宗門改帳が作成された。
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日本史Ｂ

Ｂ　日本における蘭学の先駆者としては，『華夷通商考』を刊行した ウ  や『西

洋紀聞』を著した新井白石などをあげることができる。また，徳川吉宗は，実学

奨励策により，漢訳洋書の輸入緩和を認め，野呂元丈と エ  にⓔオランダ

語の学習を命じた。 エ  は飢饉対策として甘藷の研究をしたことでも知られ

ている。そして，蘭学は医学研究などとともに発展していった。ⓕある人物は当

時の翻訳作業の様子を下の史料のように記している。

これを日本における西洋医学研究の始まりと見ることもできるだろう。こうし

た西洋の学問に対する研究活動の影響はその後，ⓖ多方面に広がっていった。

　史料

其
その

翌日，良沢が宅に集り，前日の事を語
かたり

合
あ

ひ，先
ま

ツ，彼
かの

ターフルアナトミイ

の書に打
うち

向
むか

ヒしに，誠に艪
ろ

・舵
かじ

なき船の大海に乗
のり

出
いだ

せしが如
ごと

く，茫
ぼう

洋
よう

として（注）

寄
よる

べきかたなく，ただあきれにあきれて居たるまでなり。・・・

（注）　茫洋として：広々として。

問 6　空欄 ウ  エ  に入る人物の組合せとして正しいものを，次の～

のうちから一つ選べ。 ２４

　ウ―稲生若水　　エ―渋川春海

　ウ―稲生若水　　エ―青木昆陽

　ウ―西川如見　　エ―渋川春海

　ウ―西川如見　　エ―青木昆陽
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日本史Ｂ

問 ７　下線部ⓔに関連して，稲村三伯が訳出した蘭日対訳辞書の書名として正しい

ものを，次の～のうちから一つ選べ。 ２５

　『ハルマ和解』 　『蘭学階梯』 　『采覧異言』 　『塵劫記』

問 ８　下線部ⓕに関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せとして正

しいものを，下の～のうちから一つ選べ。 ２6

Ｘ　史料は，前野良沢が翻訳作業の様子を記した『蘭学事始』の一説である。

Ｙ　この翻訳作業は『解体新書』として完成し，小田野直武が挿絵を担当した。

　Ｘ― 正　　Ｙ― 正 　Ｘ ― 正　　Ｙ― 誤

　Ｘ― 誤　　Ｙ― 正 　Ｘ ― 誤　　Ｙ― 誤

問 ９　下線部ⓖに関して述べた文として誤っているものを，次の～のうちから

一つ選べ。 ２７

　全国の沿岸を測量した伊能忠敬は，「大日本沿海輿地全図」を作成した。

　緒方洪庵の蘭学塾である鳴滝塾は，福沢諭吉や橋本左内らを輩出した。

　宇田川榕庵は，蘭訳本の化学書を『舎密開宗』として訳述した。

　高島秋帆に砲術を学んだ江川太郎左衛門は，韮山に反射炉を築造した。
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日本史Ｂ

（下　書　き　用　紙）

　日本史Ｂの試験問題は次に続く。
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日本史Ｂ

第 ４問　次の文章Ａ・Ｂを読み，下の問い（問 １～ ９）に答えよ。

Ａ　幕府で海軍奉行を務めた ア  が箱館の五稜郭で降伏し，戊辰戦争は終了

した。この時期，明治新政府は多くの課題を抱えながら動き出した。その課題は

多岐にわたり，ⓐ旧藩と士族層への対応，ⓑ軍事・警察制度の整備，ⓒ地租改正

の実施などであった。また，ⓓ内務省や工部省が主導し，殖産興業の政策をとっ

て富国強兵をめざした。 イ  が創始した官営郵便事業もその一つである。次

の写真にある イ  は，現在も１円切手に見ることができる。

問 １　空欄 ア  イ  に入る人物の組合せとして正しいものを，次の～

のうちから一つ選べ。 ２８

　ア―榎本武揚　　イ―前島密

　ア―榎本武揚　　イ―岩崎弥太郎 

　ア―黒田清隆　　イ―前島密

　ア―黒田清隆　　イ―岩崎弥太郎
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日本史Ｂ

問 ２　下線部ⓐに関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せとして正

しいものを，下の～のうちから一つ選べ。 ２９

Ｘ　版籍奉還は，薩長土から集められた御親兵の武力を背景に実施された。

Ｙ　廃藩置県の結果，旧藩主は政府から知藩事に任じられた。

　Ｘ― 正　　Ｙ― 正 　Ｘ ― 正　　Ｙ― 誤

　Ｘ― 誤　　Ｙ― 正 　Ｘ ― 誤　　Ｙ― 誤

問 3　下線部ⓑに関して述べた文として正しいものを，次の～のうちから一つ

選べ。 30

　大村益次郎が大警視に任じられ，東京府内に羅卒（後の巡査）が配置され

た。

　代人料270円納入者などに認められた兵役免除規定は，日露戦争後まで残

された。 

　徴兵告諭と徴兵令が発布されると，これに反対する血税一揆が各地で発生

した。

　徴兵令と同時に全国６か所に師団が設置され，徴兵された兵士らが配属さ

れた。
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日本史Ｂ

問 ４　下線部ⓒに関して述べた文として誤っているものを，次の～のうちから

一つ選べ。 3１

　地租改正条例では地価を定め，地価の３％を金納とした。

　小作人にも地券を発行したが，1872年の登記法で地券は廃止された。

　茨城・愛知・三重・岐阜・堺などで，大規模な地租改正反対一揆が発生した。

　地租改正で政府収入は安定したが，農民の税負担は軽減されなかった。

問 ５　下線部ⓓに関連して，1873年に内務卿，工部卿にそれぞれ就任し，諸政策

を主導した人物の組合せとして正しいものを，次の～のうちから一つ選べ。

3２

　内務卿― 大久保利通　　工部卿― 江藤新平

　内務卿― 大久保利通　　工部卿― 伊藤博文

　内務卿― 板垣退助　　　工部卿― 江藤新平

　内務卿― 板垣退助　　　工部卿― 伊藤博文
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日本史Ｂ

Ｂ　参戦国の総力戦となった ⓔ第一次世界大戦が終結すると，世界では軍縮の動

きが広まった。日本でも，ⓕワシントン会議やロンドン海軍軍縮会議によって海

軍の軍縮がすすめられた一方，国内では ウ  陸相による陸軍の軍縮も行わ

れた。この時期には エ  が外相を務め，他国とも協調外交をとることが多

かった。しかし，田中義一が首相兼外相を務める時期になると，ⓖその外交方針

にも変化が見られた。

問 6　空欄 ウ  エ  に入る人物の組合せとして正しいものを，次の～

のうちから一つ選べ。 33

　ウ―上原勇作　　エ―幣原喜重郎

　ウ―上原勇作　　エ―石井菊次郎 

　ウ―宇垣一成　　エ―幣原喜重郎

　ウ―宇垣一成　　エ―石井菊次郎

問 ７　下線部ⓔに関して述べた文として誤っているものを，次の～のうちから

一つ選べ。 3４

　世界的な船舶不足は，内田信也のような船成金を生み出した。

　大戦景気となり，日本は債務国から債権国へ転換した。

　シベリア出兵は，富山などで米騒動を引き起こした。

　大隈重信内閣は，段祺瑞政府に対華二十一カ条の要求を突きつけた。

20クマZ1　地歴公民・理科.indb   47 2020/01/08   15:57:30



─   48   ─

日本史Ｂ

問 ８　下線部ⓕに関して述べた文として正しいものを，次の～のうちから一つ

選べ。 3５

　ワシントン会議で締結された四カ国条約の結果，日英同盟が廃棄された。

　ワシントン会議には，若槻礼次郎が首席全権として派遣された。

　ロンドン海軍軍縮会議では，主力艦の保有制限を対英米７割とすることで

決着した。

　ロンドン海軍軍縮会議の結果に，艦隊派の加藤友三郎海相らが統帥権干犯

を主張した。

問 ９　下線部ⓖに関して述べた次の文Ｘ・Ｙについて，その正誤の組合せとして正

しいものを，下の～のうちから一つ選べ。 36

Ｘ　国民革命軍の北伐を阻止するため，４次にわたる山東出兵を行った。

Ｙ　大東亜会議を開催し，「対支政策綱領」を取りまとめた。

　Ｘ― 正　　Ｙ― 正 　Ｘ ― 正　　Ｙ― 誤

　Ｘ― 誤　　Ｙ― 正 　Ｘ ― 誤　　Ｙ― 誤
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日本史Ｂ

（下　書　き　用　紙）
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