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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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─   50   ─

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　自然状態は「万人の万人に対する闘争」の状態であると考えた思想家として

最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 １

　ホッブズ

　ロック

　ルソー

　モンテスキュー

問 ２　日本の地方公共団体が処理する事務のうち自治事務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

　旅券（パスポート）の交付

　都市計画の策定

　生活保護

　戸籍事務
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─   51   ─

政治・経済

問 3　イギリスの経済学者アダム・スミスが，『国富論』（『諸国民の富』）において富

の源泉と考えたものは何か。最も適当なものを，次の～のうちから一つ選

べ。 3

　貴金属

　労　働

　時　間

　土　地

問 ４　有害廃棄物の越境移動などを規制するために締結された条約として最も適当

なものを，次の～のうちから一つ選べ。 ４

　バーゼル条約

　トラテロルコ条約

　ワシントン条約

　ラロトンガ条約
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─   52   ─

政治・経済

問 ５　次の図は，2018年の時点で過去３年間に労働生産性がどのように変化した

かについて，世界各国の企業にアンケート調査した結果を示している。この図

から読み取れることとして最も適当なものを，次ページの～のうちから一

つ選べ。 ５

（注） 　調査対象は，日本，アメリカ，イギリス，ドイツに本社を置き，従業員数100名
以上の企業の社員（ただし，経営，技術開発，製品開発，生産管理等に従事する者
に限る）であり，調査期間は，2018年2月中旬から3月上旬である。四捨五入の関係で，
図中の数字の総和が100とならないものもある。

（出典）　『平成30年版　情報通信白書』により作成。
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─   53   ─

政治・経済

　４か国ではいずれも，過去３年間に労働生産性が増加したと回答した企業

の方が，減少したと回答した企業よりも多かった。

　過去３年間に労働生産性が 30％以上減少したと回答した企業の割合が最

も高かったのは，日本である。

　アメリカでは，過去３年間に労働生産性が 10％以上増加したと回答した

企業の割合は約15％である。

　過去３年間に労働生産性が増加したと回答した企業が過半数を占めている

のは，ドイツだけである。

問 6　日本の社会保険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。 6

　国民皆保険が実現しており，20歳以上のすべての国民は国民健康保険に

加入している。

　パートタイム労働者は，勤務中の事故で負傷しても，労災保険（労働者災

害補償保険）の給付を受けることはない。

　労働者が失業した場合に受給要件を満たしていれば，一定の期間，雇用保

険により給付を受けることができる。

　介護保険によるサービスを利用するためには，65歳以上でなければなら

ない。
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─   54   ─

政治・経済

問 ７　国際収支統計の次の項目Ａ～Ｃとその解説ア～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。 ７

Ａ　第一次所得収支

Ｂ　金融収支

Ｃ　資本移転等収支

ア　対外金融資産・負債の増減に関する取引状況が示されている。

イ　対価の受領を伴わない固定資本の提供や債務免除などの収支である。

ウ　対外金融債権・債務から生じる利子や配当金などが計上される。

　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 ８　日本の中央官庁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。 ８

　行政が取り組む課題の増加に対応して，2001年に日本の中央省庁は従来

の１府12省庁から１府22省庁に再編された。

　法務省は，司法行政を担っており，裁判所規則などを制定する。

　財務省の下部組織として，国税庁と会計検査院が設置されている。

　内閣府は，内閣総理大臣を長とし，内閣の重要政策に関する企画立案・総

合調整などを行う。
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─   55   ─

政治・経済

問 ９　日本国憲法の改正手続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。 ９

　国民投票法（日本国憲法の改正手続に関する法律）の制定に伴って内閣に

設置された憲法審査会が，憲法改正案の原案の審議を行う。

　憲法改正の国会発議には，衆参各院でそれぞれ総議員の３分の２以上の賛

成を要する。

　憲法改正の承認に関する国民投票の投票権を得るには，18歳以上で日本

国籍を有することを要する。

　憲法改正が国民投票により承認されると，天皇は国民の名で憲法改正を公

布する。

問１0　日本の地方公共団体の住民による議会の解散請求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。 １0

　議会の解散請求には，原則として当該地方公共団体の有権者の３分の２以

上による署名の添付を要する。

　議会の解散請求は，当該地方公共団体の選挙管理委員会に対して行う。

　請求が有効なものであれば，当該地方公共団体の首長は議会を解散する。

　解散請求の後，実際に議会が解散されるには，住民投票において有効投票

総数の半数以上が解散に賛成していなければならない。
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─   56   ─

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。

1918年11月，ⓐドイツではキール軍港における水兵の反乱を発端として大衆蜂

起が全国に広がった。このドイツ革命によって帝政は打倒され，ドイツは共和制に

移行した。その翌年， ア  で開かれた憲法制定議会によって制定されたドイツ

共和国憲法は，20世紀的人権であるⓑ社会権を本格的に保障する一方で，ⓒ所有

権には一定の制約が伴うことも明記された。また，国民主権とⓓ男女普通選挙も

定められていた。ところが，当時としては最も民主的な内容のこの憲法のもとで， 

イ  による独裁政治が台頭した。

なぜ，このような事態に至ったのか？　これについては，議会が極端に小党分立

の状態に陥って政権運営が安定しなかったことや，第一次世界大戦の敗戦で課され

た莫大な賠償金によって国内経済が破綻していたこと，1929年の世界恐慌後，世

界経済がブロック化したことなど，様々な理由が指摘されている。

だが，理由は当時の憲法そのものにもあった。つまり，憲法は大統領に対して憲

法を一時停止できる緊急命令の発布権を認めていたのである。さらに，全権委任法

の制定によって政府が立法権を掌握し，議会政治や基本的人権が否定されることと

なった。

こうした失敗の経験を踏まえ，現在のⓔドイツ連邦共和国の基本法（憲法）では，

大統領は国家元首ではあるが，儀礼的行為のみを行う象徴的存在とされており，政

治的実権は認められていない。ⓕ議院内閣制が導入されており，首相が率いる内閣

が行政権を行使している。また，ⓖ下院の解散は限定されており，議員選挙は小選

挙区比例代表併用制によって行われつつも，比例代表選挙において得票率が一定水

準に達しなかった政党には，原則として議席を配分しない制度が導入されている。

それに，現在のドイツには，立憲主義を守るために，法令の憲法適合性を審査する

機関として憲法裁判所が設置されている。
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─   57   ─

政治・経済

問 １　文章中の空欄 ア  ・ イ  に入る地名・人名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。 １１

　ア　ワイマール　　イ　ヒトラー

　ア　ワイマール　　イ　ビスマルク

　ア　ミュンヘン　　イ　ヒトラー

　ア　ミュンヘン　　イ　ビスマルク

問 ２　下線部ⓐに関連して，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。 １２

　19世紀のドイツで発達した考え方に Ａ  がある。これは，いわゆる 

Ｂ  を否定するという点ではイギリスで発達した Ｃ  と同じである。

しかし， Ｃ  が，人権保障のため法の内容が合理的なものでなければなら

ないとするのに対し， Ａ  は，議会が制定した法律によって行政を行わな

ければならないとし，法の内容よりも形式を重視する考え方であった。

　Ａ　人の支配　　Ｂ　法治主義　　Ｃ　法の支配

　Ａ　人の支配　　Ｂ　法の支配　　Ｃ　法治主義

　Ａ　法治主義　　Ｂ　人の支配　　Ｃ　法の支配

　Ａ　法治主義　　Ｂ　法の支配　　Ｃ　人の支配

　Ａ　法の支配　　Ｂ　人の支配　　Ｃ　法治主義

　Ａ　法の支配　　Ｂ　法治主義　　Ｃ　人の支配
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─   58   ─

政治・経済

問 3　下線部ⓑに関連して，日本国憲法が保障する社会権に属する権利やその規定

についての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。

１3

　プログラム規定説によれば，生存権に関する日本国憲法第25条は国民に

具体的な権利を保障していない。

　日本国憲法には，教育を受ける権利とともに，教育の機会均等が定められ

ている。

　朝日訴訟では，政府による勤労権の制約の是非が争点となった。

　いかなる公務員にも，団体行動権（争議権）は認められていない。

問 ４　下線部ⓒに関連して，経済的自由権に関する最高裁判所の判断についての記

述として最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 １４

　学生運動に参加していた経歴が発覚した者の本採用取り消しは，職業選択

の自由を保障した日本国憲法第22条に違反する。

　職業選択の自由には営業の自由が含まれないので，薬事法の薬局開設の距

離制限規定は職業選択の自由を保障した日本国憲法第22条に違反しない。

　配達遅延に対する損害賠償責任を制限する郵便法の規定は，財産権を保障

した日本国憲法第29条に違反する。

　森林の共有者による森林の分割請求を制限する森林法の規定は，財産権を

保障した日本国憲法第29条に違反する。
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─   59   ─

政治・経済

問 ５　下線部ⓓに関連して，日本における選挙権拡大の歴史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。 １５

　1925年に20歳以上の全男子を有権者とする普通選挙法が制定された。

　男女普通選挙は，日本国憲法が制定される前に実現した。

　成人年齢の18歳への引き下げに伴い，選挙権年齢も引き下げられた。

　現在では，一定の要件を満たした定住外国人にも選挙権が認められている。

問 6　下線部ⓔに関連して，連邦制国家の例として最も適当なものを，次の～

のうちから一つ選べ。 １6

　日　本

　イタリア

　フランス

　ロシア

問 ７　下線部ⓕに関連して，日本国憲法のもとにおける内閣についての記述として

最も適当でないものを，次の～のうちから一つ選べ。 １７

　国会議員でない人が国務大臣になることがある。

　内閣の方針は閣議での多数決によって決まる。

　内閣総理大臣は国務大臣を罷免する権限をもつ。

　内閣不信任決議権は衆議院にのみ認められている。
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─   60   ─

政治・経済

問 ８　下線部ⓖに関連して，次の国Ａ～Ｃとその議会についての記述ア～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。 １８

Ａ　アメリカ

Ｂ　イギリス

Ｃ　ドイツ

ア　上院に対する下院優越の原則が確立しており，下院の多数党の党首が首相

に任命されるのが慣例である。

イ　下院は立法において上院と対等の関係にある。だが，条約締結の承認権は

上院のみがもっている。

ウ　連邦議会が下院に相当する。上院である連邦参議院の権限は，下院と比べ

て制約されている。

　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
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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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─   62   ─

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。

皆さんの中には，大学に入学したらアパートなどの集合ⓐ住宅で一人暮らしをす

る人もいることだろう。一人暮らしをすると自由な反面，自分の判断で行動しなけれ

ばならない場面も増えてくる。

新聞の定期購読契約について考えてみよう。どのような学問に取り組むにせよ，現

在の政治，経済，文化の動きについて知ることは大切であり，新聞を読むことは大学

生にとって役に立つ。ⓑ就職を控えていればなおさらである。しかし，突然の訪問を

受けて熱心に勧誘され，本当は定期購読したくないのに，つい契約してしまい，後悔

してしまうことがあるかもしれない。

こうした状況で意に沿わないⓒ契約を結んだ人を救済するために，様々なⓓ法律

が規定を設けている。そうとは言え，不本意な契約は結ばないに越したことはない。

そもそも，見ず知らずの人が連絡もなく無償で幸せを届けに来るわけがない。一番の

得策は，見ず知らずの人が来ても安易にドアを開けないことだろう。

ところで，新聞は特別な扱いを受けている商品である。ⓔ独占禁止法では，メー

カー企業が小売店の価格競争を妨害する行為は禁止されている。だが，新聞について

は例外で，新聞の安売りを防ぐために新聞社は販売店に対し，販売価格を指定するこ

とができる。これを再販売価格維持制度という。

それに，2019年10月からⓕ消費税の税率が10％に改定されたが，これに合わせて，

酒類と外食を除く飲食料品とともに，定期購読契約が締結された週２回以上発行さ

れる新聞を対象に，軽減税率制度が導入された。ⓖ食料は人間が生きていくために必

要不可欠だが，新聞もまた人々の思索の栄養源となるⓗ知識や情報を供給している

からである。
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─   63   ─

政治・経済

問 １　下線部ⓐに関連して，住宅などの建築物や建設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。 １９

　建設業は第二次産業に分類される。

　ジュグラーの波の要因は，建設投資の盛衰である。

　建築物の賃貸収入の増加は，GDP（国内総生産）に影響を与えない。

　建築物は国富（国民純資産）に含まれない。

問 ２　下線部ⓑに関連して，日本における雇用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。 ２0

　労働時間などの労働条件は，労働関係調整法に定められている。

　事業者が，法令で定められた最低賃金以上の賃金を従業員に支払うこと

は，努力義務にすぎない。

　労働者派遣法では，労働者を派遣できる業種は厳しく限定されている。

　民間企業に障がい者の雇用を義務づける法律がある。

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。 ２１

　商品の購入者が法令に基づいてクーリングオフを行うには，商品の購入契

約を解除する合理的理由を要する。

　商品の購入者が法令に基づいてクーリングオフを行うには，一定期間内に

通知する必要がある。

　商品購入の契約の勧誘の際に勧誘員が虚偽の説明を行った場合，消費者契

約法によって，購入者はこの契約を取り消せることがある。

　退去を求めても勧誘員が退去せず，強引に結ばされた商品購入契約は，消

費者契約法によって取り消せることがある。
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─   64   ─

政治・経済

問 ４　下線部ⓓに関連して，企業などが法律や倫理を遵守することを意味する言葉

として最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 ２２

　フィランソロピー

　エンクロージャー

　コンプライアンス

　インターンシップ

問 ５　下線部ⓔに関して，現在の日本の独占禁止法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

　独占禁止法は，アメリカのタフト・ハートレー法を模範にして起草された。

　独占禁止法は，同業種の企業どうしが価格や生産量について協定を結ぶカ

ルテルを全面的に禁止している。

　財閥の復活を防ぐために，独占禁止法は持株会社の設立を禁止している。

　独占禁止法は，同業種の企業どうしが合併するコンツェルンを規制してい

る。
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─   65   ─

政治・経済

問 6　下線部ⓕに関連して，次の図は日本の 2018年度一般会計予算の歳入の内訳

を示している。図中のＡ～Ｄには消費税，法人税，特例公債，建設公債のいず

れかが該当する。Ａ～Ｄに入る項目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

（出典）　財務省Webページにより作成。

　Ａ　消費税　　Ｂ　法人税　　Ｃ　特例公債　　Ｄ　建設公債

　Ａ　消費税　　Ｂ　法人税　　Ｃ　建設公債　　Ｄ　特例公債

　Ａ　法人税　　Ｂ　消費税　　Ｃ　特例公債　　Ｄ　建設公債

　Ａ　法人税　　Ｂ　消費税　　Ｃ　建設公債　　Ｄ　特例公債
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─   66   ─

政治・経済

問 ７　下線部ⓖに関連して，日本の農業や食料問題の現状についての記述として最

も適当でないものを，次の～のうちから一つ選べ。 ２５

　カロリーベースでの食料自給率は４割程度で推移している。

　遺伝子組み換え食品の流通は規制を受けている。

　農業経営の合理化が進み，農家の多くは主業農家となっている。

　食糧管理制度は廃止され，コメの流通の自由化が進んでいる。

問 ８　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。 ２6

高度経済成長期には Ａ  型産業が中心だった日本の産業構造は，1970

年代に高度経済成長期が終わると変化した。また，1970年代から Ｂ  も

進み，各産業で情報や知識，企画，デザインなどの業務の重要性が高まった。

　Ａ　重厚長大　　Ｂ　経済のソフト化

　Ａ　重厚長大　　Ｂ　産業の空洞化

　Ａ　軽薄短小　　Ｂ　経済のソフト化

　Ａ　軽薄短小　　Ｂ　産業の空洞化
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─   67   ─

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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─   68   ─

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。

2018年の６月にカナダのシャルルボワで開催された ア  において，アメリ

カのトランプ大統領は同国による鉄鋼・アルミニウムのⓐ輸入制限をめぐってその

他の国・地域の首脳と激しく対立し，「Ｇ６＋１」と揶
や ゆ

揄された。また，同年９月に

開催された国連（国際連合）定期総会の演説では，トランプ大統領はイランやⓑ中

国を批判する一方で， イ  を拒絶し愛国主義の原理に従って行動することを宣

言した。このように，トランプ大統領の就任以降，アメリカは自国第一主義に傾倒

している。

かつて，アメリカの二大政党である共和党と民主党にはイデオロギーや政策面の

違いがほとんどなく，両党は「レッテルの異なる二つの空瓶」とも揶揄された。だが，

近年はⓒ医療保険制度などをめぐり，二大政党の違いが際立っている。また，共和

党支持者と民主党支持者の間で社会の分断が深まっている。トランプ政権の誕生後

この分断は一層深まった感があり，二大政党の支持者の間ではもはや対話が成立し

ないという見解すらある。

ⓓ東西冷戦の終結後の外交を見ても，共和党政権と民主党政権の間で違いが目立

つ。例えばⓔ地球温暖化問題において，民主党のクリントン政権はⓕ温室効果ガス

の削減のために国際的枠組み作りに積極的に参加したが，その成果である京都議定

書からの離脱を共和党のブッシュ（子）政権は決定した。京都議定書の後継となる

パリ協定については，民主党のオバマ政権時代にアメリカも署名したものの，2017

年に共和党のトランプ政権は離脱を宣言した。また，民主党政権では国連との協調

が志向されたが，ⓖ2003年に勃発したイラク戦争も国連決議なしに決行されるな

ど，共和党政権には国連軽視の傾向がうかがわれる。
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─   69   ─

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。 ２７

　ア　COP イ　ユニラテラリズム

　ア　COP イ　グローバリズム

　ア　サミット イ　ユニラテラリズム

　ア　サミット イ　グローバリズム

問 ２　下線部ⓐに関連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。 ２８

　リカードは，経済発展段階説を唱え，幼稚産業を守るためには関税による

保護貿易が必要であると主張した。

　WTO（世界貿易機関）の加盟国が他の特定の加盟国のみに対し，輸入制限

を実施することは，最恵国待遇の原則に反する。

　ブロック経済体制では，ブロック外の国々からの輸入品には高い税率で関

税が課される。

　WTO（世界貿易機関）の協定でも，国内経済を守るために特定品目の輸入

を一時的に制限することは認められている。
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─   70   ─

政治・経済

問 3　下線部ⓑに関して，中国（中華人民共和国）についての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

　1955年に開催されたアジア・アフリカ会議（バンドン会議）には，中国も

参加した。

　1971年にアメリカのケネディ大統領が中国を訪問し，中国はアメリカと

の国交正常化を目指すこととなった。

　1989年に，中国では学生や市民らが民主化を求めて天安門前に集結した

が，政府によって弾圧される事件が発生した。

　2000年代に実施された北朝鮮の核開発問題に関する６か国協議には，中

国も参加した。

問 ４　下線部ⓒに関連して，アメリカの社会保障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。 30

　世界初となる社会保険は，アメリカで創設された。

　アメリカの社会保障制度は，主に租税を財源として全国民の最低生活を保

障するものである。

　アメリカでは国民の租税や社会保険料の負担が重いが，その代わり社会保

障制度が充実している。

　アメリカの社会保障は，民間企業による保険やサービスが中心的である。
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─   71   ─

政治・経済

問 ５　下線部ⓓに関して，次のＡ～Ｃは 1990年代以降の国際社会における出来事

についての記述である。これらの出来事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。 3１

Ａ　内戦が激化していたソマリアに国連が平和執行部隊を派遣した。

Ｂ　アメリカで国防総省などを標的とした同時多発テロ事件が発生した。

Ｃ　アメリカ大統領が，プラハで「核兵器のない世界」演説を行った。

　Ａ → Ｂ → Ｃ

　Ａ → Ｃ → Ｂ

　Ｂ → Ａ → Ｃ

　Ｂ → Ｃ → Ａ

　Ｃ → Ａ → Ｂ

　Ｃ → Ｂ → Ａ

問 6　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。 3２

　国連人間環境会議において，気候変動枠組み条約が調印された。

　気候変動枠組み条約に基づき，地球温暖化問題の解決のために国連環境計

画が設立された。

　京都議定書によって，一部の国は数値目標つきで温室効果ガス排出量の削

減義務を負った。

　京都議定書は，アメリカが離脱したため，発効には至らなかった。
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─   72   ─

政治・経済

問 ７　下線部ⓕに関連して，次の図は 2015年における世界のエネルギー起源二酸

化炭素の国・地域別での排出量の構成比を示したものである。図中のＡ～Ｃに

入る国・地域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。 33

（出典）　『平成30年版　環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書』により作成。

　Ａ　アメリカ Ｂ　EU28か国 Ｃ　中　国

　Ａ　アメリカ Ｂ　中　国 Ｃ　EU28か国

　Ａ　EU28か国 Ｂ　アメリカ Ｃ　中　国

　Ａ　EU28か国 Ｂ　中　国 Ｃ　アメリカ

　Ａ　中　国 Ｂ　アメリカ Ｃ　EU28か国

　Ａ　中　国 Ｂ　EU28か国 Ｃ　アメリカ
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─   73   ─

政治・経済

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。 3４

　2003年にイラクがクウェートの併合を宣言したため，クウェートを解放

する名目で，アメリカを中心とする多国籍軍がイラクに侵攻した。

　クルド人救済のための人道的介入として，NATO（北大西洋条約機構）は

イラクの空爆を実施した。

　イラクには大量破壊兵器の保有疑惑があるとして，アメリカ軍やイギリス

軍がイラクに武力侵攻した。

　イラク戦争の勃発後，日本ではテロ対策特別措置法に基づいて，陸上自衛

隊がイラクに派遣された。
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─   74   ─

（下　書　き　用　紙）
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