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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，117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～ 117

　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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─   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　イギリスで権利章典が制定されるきっかけとなった出来事として最も適当な

ものを，次の～のうちから一つ選べ。 １

　ジョン王による専制的支配

　名誉革命

　公民権運動

　アメリカ独立戦争

問 ２　日本の行政機構に設置された独立行政法人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

　防衛省

　大学入試センター

　郵便局

　検察審査会
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─   51   ─

政治・経済

問 3　金本位制と比較した場合の管理通貨制度の特徴をＡ・Ｂおよびア・イか

ら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。

3

Ａ　金融政策によるインフレーションが起きやすい。

Ｂ　金融政策によるインフレーションが起きにくい。

ア　通貨量を通した景気調整を行いやすい。

イ　通貨量を通した景気調整を行いにくい。

　Ａとア

　Ａとイ

　Ｂとア

　Ｂとイ

問 ４　労働者の権利を保障するために 1940年代に制定された，いわゆる労働三法

として適当でないものを，次の～のうちから一つ選べ。 ４

　労働基準法

　労働関係調整法

　労働組合法

　労働契約法
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─   52   ─

政治・経済

問 ５　次の図は世界の主要な国における１人当たり名目GDP（国内総生産）と１人

当たり一次エネルギー消費量を示したものである（「世界」は世界の平均，EU

は欧州連合加盟国の平均，OECDは経済協力開発機構加盟国の平均を示す）。

この図から言え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

　　　　1人当たり名目GDPと1人当たり一次エネルギー消費（2016年）

（注）　１人当たり一次エネルギー消費は，石油換算の値である。
（出典）　「エネルギー白書2018」により作成。

　日本よりも１人当たり名目GDPが大きく，かつ１人当たり一次エネルギー

消費量が少ない国の存在の有無は，この図からはわからない。

　１人当たり名目GDPが世界の平均よりも小さく，かつ１人当たり一次エ

ネルギー消費量が多い国としてこの図に示されているのは，中国だけである。

　オーストラリアと韓国は，１人当たり一次エネルギー消費量には大きな差

があるものの，１人当たり名目GDPにはあまり差がない。

　アメリカは１人当たり名目GDPが図中の国々の中で最大だが，１人当た

り一次エネルギー消費量はカナダに次いで二番目の規模である。
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─   53   ─

政治・経済

問 6　日本の違憲審査制度に関する次の文Ａ・Ｂの正誤についての記述として最も

適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。 6

Ａ　大日本帝国憲法は，大審院のみに違憲立法審査権を認める規定を置いてい

た。

Ｂ　現在の日本では，裁判所による違憲審査は具体的な事件の裁判に付随して

のみ実施されている。

　Ａ・Ｂともに正しい。

　Ａのみが正しい。

　Ｂのみが正しい。

　Ａ・Ｂともに誤りである。

問 ７　発展途上国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。 ７

　新興国と後発発展途上国の間にある経済格差の問題は，南北問題と呼ばれ

ている。

　先進国と発展途上国の間にある経済格差の是正のために，UNCTAD（国

連貿易開発会議）が設置されている。

　発展途上国は，先進国と比べて，合計特殊出生率が低く，乳幼児死亡率が

高い傾向にある。

　発展途上国が経済発展するために，農作物や鉱物資源などの一次産品の生

産に特化した産業構造へと転換することが求められている。
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─   54   ─

政治・経済

問 ８　日本国憲法の制定に関する次の文章中の空欄 Ａ  ～ Ｃ  に入る地

名・人名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。

８

1945年８月，日本は Ａ  宣言を受諾して連合国に降伏した。連合国の

占領の下，日本政府は，同年10月，大日本帝国憲法の改正を検討するために，

Ｂ  を委員長とする憲法問題調査委員会を設置した。同委員会が作成した

憲法改正要綱について，連合国軍総司令部（GHQ）は大日本帝国憲法と大差な

いものとして却下し， Ｃ  が提示した三原則に基づいて民生局で草案を作

成した。この草案をもとに日本政府は改めて憲法改正草案を作成し，帝国議会

に提出した。帝国議会は審議の末，いくつかの修正を加えて可決した。こうし

て制定されたのが日本国憲法である。

　Ａ　カイロ　　　Ｂ　高野岩三郎　　Ｃ　トルーマン

　Ａ　カイロ　　　Ｂ　高野岩三郎　　Ｃ　マッカーサー

　Ａ　カイロ　　　Ｂ　松本烝治　　　Ｃ　トルーマン

　Ａ　カイロ　　　Ｂ　松本烝治　　　Ｃ　マッカーサー

　Ａ　ポツダム　　Ｂ　高野岩三郎　　Ｃ　トルーマン

　Ａ　ポツダム　　Ｂ　高野岩三郎　　Ｃ　マッカーサー

　Ａ　ポツダム　　Ｂ　松本烝治　　　Ｃ　トルーマン

　Ａ　ポツダム　　Ｂ　松本烝治　　　Ｃ　マッカーサー
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─   55   ─

政治・経済

問 ９　日本の地方公共団体の首長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

　地方公共団体の首長と議会議員は，ともに地域住民の直接選挙によって選

ばれる。

　地方公共団体の首長は，議会によって不信任が議決されることがある。

　地方公共団体の首長には，議会が可決した条例案を再議に付す権限がある。

　地方公共団体の首長は，住民に信を問う必要があると判断した場合にはい

つでも議会を解散できる。

問１0　財政に関する次の文Ａ・Ｂの正誤についての記述として最も適当なものを，

下の～のうちから一つ選べ。 １0

Ａ　歳出に占める国債費の割合が上昇するにつれ，弾力的な財政運営が難しく

なる。

Ｂ　財政に組み込まれた自動安定化装置（ビルトイン・スタビライザー）により，

好況になれば，雇用保険や生活保護の給付が増加する。

　Ａ・Ｂともに正しい。

　Ａのみが正しい。

　Ｂのみが正しい。

　Ａ・Ｂともに誤りである。
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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。

17世紀イギリスの政治哲学者であるロックは，『市民政府二論（統治二論）』におい

て王権神授説を批判する一方で，社会契約説を展開し，契約に反した政府に対する

人民の抵抗権（革命権）を認めたことで知られている。ロックは，実は権力分立論

も説いており，国家権力を立法権，執行権，ⓐ連合権（外交権）の三つに分け，立

法権は議会が担い，執行権と連合権は国王が担うべきだと論じた。

また，この議論の影響を受けて，フランスの政治哲学者であるモンテスキュー

は，『法の精神』において三権分立論を唱えた。彼は国家権力を立法権，行政（執行）

権，司法（裁判）権の三つに分け，それぞれを別々の国家機関に委ねることによって，

権力の暴走を防ぎ，国民のⓑ自由と権利を守ることができるとした。

1789年のフランス人権宣言にも「権力分立が定められていない社会は憲法をもた

ない」とあるが，立法・行政・司法の三権分立は，一般に民主的とされる国々の統

治機構に導入された。特に厳格な三権分立を導入したのが，ⓒアメリカである。こ

れに対して，イギリスなどの議院内閣制の国々では，行政権を担う内閣は下院の信

任のもとに置かれている。原則的には下院で多数党の党首がⓓ首相として内閣を率

いることになるので，議会と内閣との関係はおのずと協調的になりやすい。

わが国では，ⓔ国会は憲法によって「国権の最高機関」に位置づけられている。

だが，「国権の最高機関」という呼称は，三権を担う統治機構のうち唯一ⓕ直接選挙

で選ばれたⓖ「全国民の代表」によって構成される国会に対する美称にすぎず，国

会は内閣・裁判所と対等であると一般に解されている。また，議院内閣制が導入さ

れているが，イギリスやドイツなどの上院と比べ，わが国のⓗ参議院の権限は強く，

参議院では与党が少数派の「ねじれ国会」になると，政治が膠
こう

着
ちゃく

状態に陥りやすく

なる。
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─   57   ─

政治・経済

問 １　下線部ⓐに関連して，日本国憲法のもとにおける条約の取り扱いについての

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。 １１

　2019年10月現在，最高裁判所が条約の内容を違憲と判断した例はない。

　条約の締結権は内閣に認められている。

　条約の締結に必要な国会の承認については衆議院に先議権がある。

　条約の公布は，天皇の国事行為である。

問 ２　下線部ⓑに関連して，次の事件Ａ～Ｃについての説明をア～ウから選んだ組

合せとして最も適当なものを，下の～のうちから一つ選べ。 １２

Ａ　『石に泳ぐ魚』事件

Ｂ　『チャタレイ夫人の恋人』事件（チャタレイ事件）

Ｃ　『宴のあと』事件

ア　この事件では表現の自由とプライバシーの権利が対立したが，最高裁判所

は原告の主張を認め，出版社に対して出版の差し止めを命じた。

イ　最高裁判所は，刑法のわいせつ物頒
はん

布
ぷ

罪は表現の自由の侵害にはあたらな

いと判断した。

ウ　裁判所がプライバシーの権利を「私生活をみだりに公開されない権利」と

して初めて認めた事件である。

　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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─   58   ─

政治・経済

問 3　下線部ⓒに関して，アメリカ大統領がもつ権限として最も適当なものを，次

の～のうちから一つ選べ。 １3

　予算の編成権

　下院の解散権

　法案の提出権

　法案の拒否権

問 ４　下線部ⓓに関して，次のイギリスの歴代首相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。 １４

Ａ　ウォルポール

Ｂ　サッチャー

Ｃ　チャーチル

ア　1945年７月の選挙に敗れ，野党党首となってから，「鉄のカーテン演説」に

よって，ソ連のヨーロッパ政策を批判した。

イ　規制緩和や民営化，福祉支出の削減など，新自由主義に基づく政策を行っ

た。

ウ　下院の不信任に従って首相を辞職したことが，議院内閣制の起源となっ

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
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─   59   ─

政治・経済

問 ５　下線部ⓔに関して，現在の日本の国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。 １５

　国会は，最高裁判所裁判官の任命に対する同意権をもっている。

　国会には，裁判官を弾劾する裁判所が設置されている。

　国会が行政を監視するために，行政委員会が設置されている。

　官僚は，政府委員として国会で答弁することがある。

問 6　下線部ⓕに関して，次の表はある架空の国で実施された選挙結果を示してい

る。この国には第１選挙区から第５選挙区までの五つの選挙区があるという。

この表から言え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。 １6

選挙区 投票総数 候補者数 Ａ党の候補者
の得票数

Ｂ党の候補者
の得票数

Ｃ党の候補者
の得票数

第１選挙区 3,700 ３ 1,500 1,200 1,000

第２選挙区 4,200 ３ 1,000 2,000 1,200

第３選挙区 4,200 ３ 1,100 1,800 1,300

第４選挙区 4,100 ３ 1,600 1,300 1,200

第５選挙区 4,000 ３ 1,600 1,400 1,000

　有権者の「一票の価値」が最も高いのは，第１選挙区である。

　全国でのＡ党の候補者の得票数の合計は，Ｂ党のそれを上回る。

　小選挙区制での選挙結果だったとした場合，Ｃ党は議席を獲得している。

　各選挙区の定数が２名ならば，Ｂ党が最も多くの議席を獲得している。
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─   60   ─

政治・経済

問 ７　下線部ⓖに関して，日本の国会議員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

　国会議員は，現行犯でない限り，逮捕されない。

　国会議員は，政治家個人として企業から政治献金を受け取ることが認めら

れている。

　国会議員を務めた親族から選挙区を受け継いで当選した国会議員を，族議

員という。

　国会議員には憲法を尊重し擁護する義務があることが，日本国憲法に明記

されている。

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。 １８

　参議院が否決した予算は，両院協議会を開いても意見が一致しなければ，

廃案となる。

　参議院が否決した法律案は，衆議院で出席議員の３分の２以上の賛成で再

可決されれば，成立する。

　参議院は内閣総理大臣や国務大臣に対する問責決議を行うことがある。

　参議院の議院規則は，衆議院の議院規則と異なっている。
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─   61   ─

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。

即席麺
めん

は卓抜なⓐアイディアによって日本で生み出された食品である。そして，

日本の高度経済成長が旺盛なⓑものづくりの精神に支えられたことを象徴する商品

の一つであるとも言えよう。最初の商品がどれかについては諸説あるが，その一つ

に挙げられているものは 1958年に発売され，現在もなお販売されている。販売が

開始された当時の価格は割高だったが，それでもヒット商品になった。コーヒーな

どの即席食品も販売されたことで，「インスタント」は時の流行語にもなった。

1960年代の日本では，国民所得の増加とともに物価も上昇した。だが，即席麺

は「物価の優等生」であり，ⓒ企業が生産工程を改善することによって価格上昇は

抑えられてきた。1960年代が終わると市場が飽和状態となったことや，食品によ

るⓓ公害の問題で加工食品が敬遠されたことなどもあって，売り上げが伸び悩みを

見せることもあったものの，カップ入りの商品が売り出されるようになったことで，

即席麺の歴史は新たな段階へと進んだ。また，ⓔ1970年代には即席麺の本格的な

ⓕ海外輸出が進められた。

1980年代からⓖ1990年代にかけては，高級志向の商品や地域限定の商品が販売

されるなど，即席麺の多様化が進んだ。また，人々の健康志向の高まりを反映した

商品も販売されるようになった。それに，日本以外の様々な地域でも生産されるよ

うになり，国際食としての地位を確立していった。

2000年以降，わが国のものづくりの危機が指摘されるようになったが，即席麺

の技術開発は進んでいる。宇宙食にもなっているし，もはや「本物」と比べて遜色

ないと言っても過言ではないほどの商品もⓗ消費者の手に届くようになった。2015

年にはわが国の鉱業や製造業の活動状況を示す経済指標である鉱工業指数の基準が

改定され，「即席麺類」が新たに品目として加わるに至っている。

（一部，一般社団法人日本即席食品工業協会ホームページ資料を参考に作成した。）
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─   63   ─

政治・経済

問 １　下線部ⓐに関連して， 知的財産権に関する次の記述ア～ウについて， そ

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。

１９

ア　GATT（関税と貿易に関する一般協定）のウルグアイラウンドでは，知的財

産権が交渉の対象となった。

イ　日本では，知的財産高等裁判所が高等裁判所の支部として全国８か所に設

置された。

ウ　知的財産権の対象となるためには，商品として流通する創作物でなければ

ならない。

　ア　正　　イ　正　　ウ　正

　ア　正　　イ　正　　ウ　誤

　ア　正　　イ　誤　　ウ　正

　ア　正　　イ　誤　　ウ　誤

　ア　誤　　イ　正　　ウ　正

　ア　誤　　イ　正　　ウ　誤

　ア　誤　　イ　誤　　ウ　正

　ア　誤　　イ　誤　　ウ　誤

20クマZ2　地歴公民・理科.indb   63 2020/01/08   15:58:41



─   64   ─

政治・経済

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。 ２0

　工場制手工業（マニュファクチュア）では，分業制の導入によって生産効

率が上昇した。

　製造業者が不具合のある製品を正常な製品と交換する責任のことを，製造

物責任（PL）という。

　工場内の作業の自動化をすすめることを，ファクトリー・オートメーショ

ン（FA）という。

　日本の大企業と，原材料や部品を請け負う中小企業との間で，人的，資本

的，技術的に密接な関係を結ぶ系列が，諸外国から批判された。

問 3　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。 ２１

　株式会社の最高意思決定機関は，代表取締役である。

　企業による研究開発活動のことを，Ｍ＆Ａという。

　市中銀行は，公企業に分類される。

　株式会社の株主は，有限責任を負う。

問 ４　下線部ⓓに関連して，公害を発生させた汚染者が，公害を防止したり被害

者を救済したりするための費用を負担すべきであるという汚染者負担の原則

（PPP）を1972年に勧告した国際機関として最も適当なものを，次の～の

うちから一つ選べ。 ２２

　国際司法裁判所（ICJ）

　経済協力開発機構（OECD）

　国連環境計画（UNEP）

　世界保健機関（WHO）
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─   65   ─

政治・経済

問 ５　下線部ⓔに関連して，1970年代の世界経済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。 ２3

　アジア通貨危機によってブレトンウッズ体制が崩壊した。

　固定相場制の再建のためにスミソニアン協定が締結された。

　第四次中東戦争の勃発に伴い，オイルショックが発生した。

　先進国経済はスタグフレーションに見舞われた。

問 6　下線部ⓕに関連して，貿易についての次の文Ａ～Ｃから正しいものを選んだ

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。 ２４

Ａ　1985年のG5（先進５か国財務相・中央銀行総裁会議）によるプラザ合意の

後，日本は輸出関連企業が不振に陥り，不況となった。

Ｂ　IMF８条国とは，国際収支の悪化を理由として貿易を制限することがで

きない国のことである。

Ｃ　国際収支の天井とは，輸入拡大によって外貨準備が増加したために金融を

引き締めなければならなくなり，経済成長が阻害されることをいう。

　ＡとＢとＣ

　ＡとＢ

　ＡとＣ

　ＢとＣ

　Ａ

　Ｂ

　Ｃ
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─   66   ─

政治・経済

問 ７　下線部ⓖに関連して，1990年代の日本経済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。 ２５

　政府が初めて赤字国債（特例国債）を発行した。

　国鉄が分割民営化された。

　湾岸戦争の影響で日本経済はマイナス成長を記録した。

　日本企業が中国に生産拠点を移転する動きが相次いだ。

問 ８　下線部ⓗに関連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。 ２6

　消費者と事業者の間に情報量の格差がある場合を，情報の非対称性といい，

市場の失敗が発生する要因となる。

　日本では，消費者行政を一元的に実施するために，公正取引委員会が設置

されている。

　1960年代にアメリカで提唱された消費者の四つの権利の一つに，「消費者

が団結して行動する権利」がある。

　日本では，消費者に対する情報提供のために，国の機関として消費生活セ

ンター（消費者センター）が設置されている。
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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。

2011年に，チュニジアで民衆によって長期独裁政権が打倒されたのを皮切りに，

中東・北アフリカの国々で「 ア  」と呼ばれる民主化運動が巻き起こった。そ

の波はシリアにも到達したが，シリアは政府軍と複数の反政府勢力，それに過激派

組織 ISILも加わって，泥沼の内戦に陥った。アメリカは反政府勢力を支持する一

方で，ⓐ東西冷戦の時代からシリアと友好関係が続いているロシアは政府軍を支持

しているため，政府軍によるⓑ化学兵器の使用問題についても，ⓒ国連（国際連合）

の安全保障理事会で有効な決議がなかなかできない状態が続いた。

そして，これまでに数多くのシリアの人々がⓓ難民として国外に脱出した。2015

年にはシリアをはじめ，中東やアフリカなどの地域からの難民申請者がヨーロッパ

に殺到し，欧州難民危機と呼ばれる事態に発展した。

その一方で，ⓔEU（欧州連合）の加盟国では近年，EU懐疑主義が台頭している。

この要因には， イ  の巨額の財政赤字発覚に始まる2010年以降の欧州債務危機

だけでなく，テロや難民，移民の問題もある。難民や移民の流入は，ⓕ労働力の増

加をもたらすという見方があるが，失業の増加や治安の悪化，ⓖ社会保障の質の低

下を懸念する見解もあるからである。イギリスでは2016年の国民投票の結果，EU

離脱（ブレグジット）支持派が勝利した。フランスでは 2017年の大統領選挙で反

EUを掲げる政党「国民戦線」（現在の「国民連合」）の候補者が初めて決選投票に進

んだ。ドイツでは下院選挙の結果，政党「ドイツのための選択肢」が第三党に躍進し，

イタリアでは 2018年に政党「五つ星運動」が連立政権に参加するなど，EUに批判

的な政党が勢力を伸ばしてきている。
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─   69   ─

政治・経済

問 １　本文中の空欄 ア  ・ イ  に入る語句・国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。 ２７

　ア　アラブの春　　イ　ギリシャ

　ア　アラブの春　　イ　ウクライナ

　ア　プラハの春　　イ　ギリシャ

　ア　プラハの春　　イ　ウクライナ

問 ２　下線部ⓐに関して，東西冷戦期における出来事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。 ２８

　第二次世界大戦の対日講和条約であるサンフランシスコ平和条約にソ連は

署名をしなかった。

　キューバ危機をきっかけに，米ソ間にホットライン（直通電話回線）が結

ばれた。

　1960年代にフランスは北大西洋条約機構（NATO）の軍事機構から脱退し

た。

　アメリカはベトナムに軍事介入して，ベトナムが共産主義化するのを阻止

した。

問 3　下線部ⓑに関連して，様々な軍縮条約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

　生物兵器の生産や貯蔵は，条約によって禁止されている。

　核拡散防止条約（NPT）の失効に伴い，その理念を発展的に継承するため

に核兵器禁止条約が採択された。

　対人地雷全面禁止条約の採択に至る経緯においては，NGO（非政府組織）

の国際的ネットワークが多大な貢献を果たした。

　クラスター爆弾禁止条約が採択され，すでに発効している。
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─   70   ─

政治・経済

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

　「平和のための結集」決議により，国連総会は安全保障理事会の代わりに

平和を維持するために必要な措置を勧告できるようになった。

　事務局の長である国連事務総長は，安全保障理事会の勧告に基づいて国連

総会が任命する。

　国連憲章には，国際紛争に際して現地の治安維持などを行うために，平和

維持活動（PKO）が定められている。

　信託統治理事会は主要機関の一つであるが，信託統治地域がすべて独立を

達成したため，活動を停止した。

問 ５　下線部ⓓに関連して，難民についてのノン・ルフールマンの原則の説明とし

て最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 3１

　主権国家が他国からの難民を無条件に受け入れる義務はないという原則。

　経済的な理由から国外に逃れた者は難民には含まれないという原則。

　難民を迫害の恐れのある地域に送還してはならないという原則。

　国境を越えず自国内に留まっている者は難民に含まれないという原則。
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─   71   ─

政治・経済

問 6　下線部ⓔに関連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

　1960年代に，EUの前身であるEC（ヨーロッパ共同体）において，関税同

盟が成立した。

　1990年代に，ヨーロッパの政治統合を目指すアムステルダム条約の発効

によって，ECはEUに改組された。

　2000年代に，EUは東方に拡大し，トルコなど中東に位置する国の加盟が

実現した。

　2016年の時点で，EU加盟国のうち，イギリスのみがユーロを自国の通貨

としていなかった。

問 ７　下線部ⓕに関連して，労働運動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

　19世紀のイギリスでは，仕事を奪われることを恐れた熟練工が機械を打

ちこわす運動が起きたが，この運動はチャーチスト運動と呼ばれた。

　ロシア革命後，ソビエト連邦によって労働運動の国際的連帯のために，第

一インターナショナルが設立された。

　労働組合の全国的な中央組織として，日本には連合（日本労働組合総連合

会）などのナショナルセンターがある。

　日本では夏になると，労働組合が経営側に賃上げを要求する闘争を一斉に

行うのが通例となっている。
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─   72   ─

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。 3４

　イギリスでは，17世紀初めに制定されたエリザベス救貧法によって貧困

者に対して慈善的救済が行われ，社会保障制度の端緒となった。

　アメリカでは，ニューディール政策の一環として社会保障法が制定され，

全国民を対象とする公的な医療保険制度が確立された。

　1940年代に，社会保障の拡充などを目標とするフィラデルフィア宣言が，

国際労働機関（ILO）の総会で採択された。

　第二次世界大戦後，国連総会で世界人権宣言が採択され，社会保障を享受

することが基本的人権であることが確認された。
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─   73   ─

政治・経済

（下　書　き　用　紙）
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─   74   ─

（下　書　き　用　紙）
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