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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。

2020 年度　一般入学試験　後期日程
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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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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 ～ ９）に答えよ。

Ａ　奈良時代に入ると，ⓐ律令制の重い税負担から逃れようとする農民が増加した。

その手段は，戸籍に登録された地から離れる ア  のほか，課税されること

がない私度僧や資人になるなど，多岐にわたった。口分田不足に対応するため，

723年には イ  政権のもとで，三世一身法が発布され，さらに墾田の永久私

有を認めたⓑ墾田永年私財法を発布して，墾田の開発を奨励した。政府が土地支

配を強化する一方で，ⓒ貴族・寺社は国司や郡司の協力のもと，班田農民や浮浪

人などを使役して灌漑施設をつくり，大規模な原野の開墾を推進した。

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。 １

　ア―浮　浪　　イ― 長屋王

　ア―浮　浪　　イ― 橘諸兄

　ア―強　訴　　イ― 長屋王

　ア―強　訴　　イ― 橘諸兄
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日本史Ｂ

問 ２　 下線部ⓐに関連して， 律令制における民衆の負担について述べた次の文

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。

２

ａ　口分田などの収穫から３％程度の稲を納める負担を，租といった。

ｂ　成人男性に課された調・庸は，地方国衙の重要な財源となった。

ｃ　国司のもと，水利工事や国衙の雑用に従事する労役を，仕丁といった。

ｄ　出挙は，春に稲を借り受けて，秋の収穫時に利息とともに返納する制度で

あった。

　ａ・ｃ 　ａ・ｄ 　ｂ・ｃ 　ｂ・ｄ

問 3　下線部ⓑに関連して，墾田永年私財法が発布された年と同年の出来事を述べ

た文として正しいものを，次の～のうちから一つ選べ。 3

　紫香楽宮で，大仏造立の詔が発布された。

　藤原仲麻呂の主導で，養老律令が施行された。

　東北地方日本海側に，出羽国が設置された。

　嵯峨天皇の命により，『凌雲集』が撰上された。

問 ４　下線部ⓒに関連して，このような大規模な原野の開墾によってできた土地を

何とよぶか，正しいものを，次の～のうちから一つ選べ。 ４

　賜　田 　国衙領 　初期荘園 　官　田
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日本史Ｂ

Ｂ　天皇みずからが政治を行う形態を天皇親政といい，醍醐天皇と村上天皇の天皇

親政は，当時の年号をとってⓓ延喜・天暦の治といわれた。醍醐天皇は律令体制

の復興をめざす一方，初の勅撰和歌集である『古今和歌集』の編纂や，六国史の

最後となる『日本三代実録』を撰上させるなど，文化事業を展開した。また，村

上天皇の時代には本朝十二銭の最後となる ウ  が鋳造された。この時期以

降，我が国独自の貴族文化が発展し，宮廷におけるⓔ貴族の生活は洗練・発展し

ていった。

　　しかし，969年に安和の変が起こり，藤原氏北家の勢力が磐石なものとなると，

それ以後，ⓕ摂政・関白は藤原北家による常置とされ，やがてⓖ藤原氏による摂

関政治は全盛期を迎えた。

問 ５　下線部ⓓに関連して，この期間の出来事につい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。 ５

　中国では，唐の滅亡後，五代十国の諸王朝の興亡を経て，宋（北宋）が建

国された。

　朝鮮では，のちに新羅を滅ぼして朝鮮半島を統一することになる高麗が建

国された。

　中国東北部では，奈良時代以降日本と国交のあった渤海が，契丹（遼）に

滅ぼされた。

　沿海州地方で金が建国され，そこに住む女真族が，対馬・壱岐などに来襲

した。
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日本史Ｂ

問 6　下線部ⓔに関連して，当時の貴族の生活につい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。 6

　日本古来の風習や中国の行事などから年中行事が編成された。

　凶の方角を避ける方違や外出を控える物忌を行った。

　食事は日に三度で，獣肉や油は用いられず，質素なものだった。

　男性の成年式を元服，女性の成年式を裳着とよんだ。

問 ７　空欄 ウ  に入る語句として正しいものを，次の～のうちから一つ

選べ。 ７

　和同開珎 　寛永通宝 　永楽通宝 　乾元大宝

問 ８　下線部ⓕに関して述べた次の文Ｘ・Ｙ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。 ８

Ｘ　関白とは成人した天皇の政務を補佐する地位で，藤原基経が陽成天皇に任

じられたのがはじめてである。

Ｙ　摂関政治期には，摂政・関白は藤原氏の中で最高の地位にあるものとして，

藤原氏の氏長者を兼ね，氏寺の興福寺なども管理した。

　Ｘ－ 正　　Y－正 　Ｘ－ 正　　Ｙ－ 誤

　Ｘ－ 誤　　Y－正 　Ｘ－ 誤　　Ｙ－ 誤

20クマK　地歴公民・理科.indb   33 2020/02/07   16:04:14



─   34   ─

日本史Ｂ

問 ９　下線部ⓖに関連して，藤原道長やその子藤原頼通が政界において，権力を掌

握していた時代の出来事を述べた次の文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。 ９

Ⅰ　源頼義・義家と，陸奥で国司に反抗していた安倍氏との合戦が決着した。

Ⅱ　末法初年の翌年に，平等院鳳凰堂が創建された。

Ⅲ　平忠常が東国で反乱を起こし，源頼信に降伏した。

　Ⅰ― Ⅱ― Ⅲ 　Ⅰ― Ⅲ― Ⅱ 　Ⅱ― Ⅰ― Ⅲ

　Ⅱ― Ⅲ― Ⅰ 　Ⅲ― Ⅰ― Ⅱ 　Ⅲ― Ⅱ― Ⅰ
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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 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　承久の乱後，執権であった北条泰時は連署を設置するとともに，有力な御家人

を評定衆に加え，源頼家以来の体制である ア  を形式面で整え，執権政治

を確立した。また，御家人同士や御家人とⓐ荘園・公領の領主とのあいだの訴訟

に対応するため，ⓑ御成敗式目を定めた。北条泰時の孫である北条時頼は，評定

衆のもとに イ  を置き，訴訟の合理化をすすめるなどした。北条時頼の子

である北条時宗は，ⓒ元寇に際して，非御家人をも動員する権利を朝廷から獲得

した。

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。 １0

　ア―得宗専制　　イ―政　所

　ア―得宗専制　　イ―引　付

　ア―合議制　　　イ―政　所

　ア―合議制　　　イ―引　付

20クマK　地歴公民・理科.indb   36 2020/02/07   16:04:14



─   37   ─

日本史Ｂ

問 ２　下線部ⓐに関連して，次の図は，荘園領主が土地に関する紛争を解決するた

めにとった行動を示すものである。この図について説明した下の文Ｘ・Ｙと，

それに該当する語句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。 １１

Ｘ　図の空欄に入る役職に任命された者の中には，荘園領主と対立して，年貢

を納めず，土地を奪ったり百姓を下人にしたりして，勢力を伸ばす者がいた。

Ｙ　当事者間の取り決めに基づいて，それぞれの支配領域を示す図のような絵

図が作成され，土地や領民を独立して支配した。

ａ　地　頭 ｂ　守　護 ｃ　下地中分 ｄ　半　済

　Ｘ― ａ　　Ｙ― ｃ 　Ｘ ― ａ　　Ｙ― ｄ

　Ｘ― ｂ　　Ｙ― ｃ 　Ｘ ― ｂ　　Ｙ― ｄ
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日本史Ｂ

問 3　下線部ⓑに関連して，次の史料は御成敗式目の一部である。この史料に関し

て述べた下の文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。 １２

　　史料

一　諸国守護人奉行の事

　右，右
う

大
だい

将
しょう

家
け

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

〔付けた

り夜討・強盗・山賊・海賊〕等の事なり。而
しか

るに近年，・・・。早く右大将家

御時の例に任せて，大番役幷
ならび

に謀叛・殺害の外，守護の沙
さ

汰
た

を停
ちょう

止
じ

せしむべ

し。・・・

一　諸国地頭，年貢所
しょ

当
とう

を抑留せしむる事

　右，年貢を抑留するの由，本所（注１）の訴訟有らば，即ち結
けち

解
げ
（注２）を遂

と

げ

勘定を請
う

くべし。犯
ぼん

用
よう
（注３）の条，若

も

し遁
のが

るる所無くば，員
いん

数
ずう
（注４）に任せて

これを弁償すべし。・・・猶
なお

此
こ

の旨
むね

に背き難
なん

渋
じゅう
（注５）せしめば，所

しょ

職
しき

を改易せ

らるべきなり。

（『御成敗式目』）

　（注１）　本所：荘園領主。　

　（注２）　結解：決算。

　（注３）　犯用：盗んで用いること。

　（注４）　員数：定められた数。

　（注５）　難渋：渋って義務を果たさないこと。

Ｘ　源頼朝の時以来の権利に加え，新たな権限を守護に与えようとしている。

Ｙ　地頭が荘園領主から年貢を横領し，弁償なども行わなかった場合には地頭

職を取り上げるとしている。

　X－正　　Y－正 　X－正　　Y－誤

　X－誤　　Y－正 　X－誤　　Y－誤
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日本史Ｂ

問 ４　下線部ⓒに関連して，元寇とそれに対する幕府の動きについて述べた次の文

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。 １3

Ⅰ　モンゴル軍が東路軍・江南軍の二手に分かれて来襲した。

Ⅱ　幕府は，博多に鎮西探題を設置した。

Ⅲ　幕府は，博多湾沿岸に約20kmにわたる石塁を築いた。

　Ⅰ― Ⅱ― Ⅲ 　Ⅰ― Ⅲ― Ⅱ 　Ⅱ― Ⅰ― Ⅲ

　Ⅱ― Ⅲ― Ⅰ 　Ⅲ― Ⅰ― Ⅱ 　Ⅲ― Ⅱ― Ⅰ
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日本史Ｂ

Ｂ　ⓓ室町幕府にとって，旧幕府の所在した鎌倉をはじめとする東国を統制するこ

とは重要な政治課題であった。その統治機関として設置された鎌倉府には，鎌倉

公方が置かれ，関東８カ国と ウ  の計10カ国を支配におくなど，大きな権

限があたえられた。

　　15世紀に入り，将軍の権威が揺らぐ中で，近畿地方を中心に頻繁にⓔ一揆が

起こるようになると，鎌倉府は次第に自立の動きを強め，しばしば室町幕府と衝

突するようになった。ⓕ1438年から翌年にかけて，幕府に反抗的であった鎌倉

公方の足利持氏が，幕府によって滅ぼされた。1454年には，鎌倉公方の足利成

氏が関東管領の上杉氏を謀殺する事件が起こり，その後，鎌倉公方は古河公方と

ⓖ堀越公方に分裂した。

問 ５　 下線部ⓓに関連して， 室町幕府の統治機構や財政について述べた次の文

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。

１４

ａ　管領には足利氏一門の，細川・斯波・山名氏の３氏が交代で任命された。

ｂ　京都内外の警備や刑事裁判をつかさどる侍所の長官を，所司といった。

ｃ　京都で高利貸を営む酒屋や馬借から，営業税を徴収した。

ｄ　守護を通じて全国的に段銭や棟別銭を賦課することもあった。

　ａ・ｃ 　ａ・ｄ 　ｂ・ｃ 　ｂ・ｄ

問 6　空欄 ウ  に入る関東周辺の国名の組合せとして正しいものを，次の

～のうちから一つ選べ。 １５

　伊豆国・甲斐国 　伊豆国・信濃国

　甲斐国・越後国 　甲斐国・相模国
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日本史Ｂ

問 ７　下線部ⓔに関連して，15世紀に起こった一揆について述べた次の文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。 １6

Ⅰ　足利義教が将軍を継いだ代始めに，近江国馬借の蜂起を契機に徳政一揆が

起こった。

Ⅱ　畠山家の家督相続争いを背景に，国人による一揆が起こり，守護畠山氏の

軍を国外に退去させた。

Ⅲ　嘉吉の変で将軍が暗殺されたのを契機に，数万人の土一揆が京都を占拠し

た。

　Ⅰ― Ⅱ― Ⅲ 　Ⅰ― Ⅲ― Ⅱ 　Ⅱ― Ⅰ― Ⅲ

　Ⅱ― Ⅲ― Ⅰ 　Ⅲ― Ⅰ― Ⅱ 　Ⅲ― Ⅱ― Ⅰ

問 ８　下線部ⓕに関連して，この争乱の名称として正しいものを，次の～のう

ちから一つ選べ。 １７

　応永の乱 　享徳の乱 　永享の乱 　明徳の乱
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日本史Ｂ

問 ９　下線部ⓖに関連して，堀越公方に関して述べた次の文Ｘ・Ｙと，それに該当

する語句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。 １８

Ｘ　この人物は，足利義政の兄にあたり，初代堀越公方となった。

Ｙ　15世紀末，堀越公方を滅ぼしたのち，関東の戦国大名に成長した。

ａ　足利直義 ｂ　足利政知 ｃ　武田氏 ｄ　北条氏

　Ｘ― ａ　　Ｙ― ｃ 　Ｘ ― ａ　　Ｙ― ｄ

　Ｘ― ｂ　　Ｙ― ｃ 　Ｘ ― ｂ　　Ｙ― ｄ
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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 3問　次の文章Ａ・史料類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　江戸時代初期の文化は，桃山文化を受け継ぎつつ発展させたものであった。

建築では，ドイツ人建築家ブルーノ・タウトが「泣きたくなるほど美しい」と言っ

た ⓐ下の写真の建物が有名である。

絵画では，京都の狩野探幽が江戸に下り，幕府御用絵師となって，江戸時代を

通じての狩野派の隆盛の礎を築いた。京都では俵屋宗達が登場し，装飾画の新様

式を生み出し，ⓑ元禄期の琳派の先駆をなした。代表作には『 ア  』がある。

陶芸では，茶道の隆盛によって陶磁器の需要が高まり，各地で陶磁器が生産さ

れた。ⓒ文禄・慶長の役で諸大名が連れ帰った朝鮮人陶工によって，有田焼，薩

摩焼，萩焼など，新たな陶磁器生産も起こった。有田焼では， イ  が赤絵を

完成させた。
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日本史Ｂ

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―風神雷神図屛風　　イ― 野々村仁清

　ア―風神雷神図屛風　　イ― 酒井田柿右衛門

　ア―唐獅子図屛風　　　イ― 野々村仁清

　ア―唐獅子図屛風　　　イ― 酒井田柿右衛門

問 ２　下線部ⓐに関連して，以下の問い⑴・⑵に答えよ。

⑴　写真の建物の名称として正しいものを，次の～のうちから一つ選べ。

２0

　　妙喜庵待庵 　　延暦寺根本中堂

　　桂離宮 　　西本願寺飛雲閣

⑵　写真の建物の建築様式として正しいものを，次の～のうちから一つ選

べ。 ２１

　　寝殿造 　　神明造 　　権現造 　　数寄屋造
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日本史Ｂ

問 3　下線部ⓑに関連して，元禄期の将軍徳川綱吉の治世について述べた文として

誤っているものを，次の～のうちから一つ選べ。 ２２

　大老の堀田正俊が暗殺されると，側用人の柳沢吉保が綱吉を補佐した。

　湯島聖堂を建て，林鳳岡（信篤）を大学頭に任じた。

　佐渡金山などの産出量の増加と寺社からの寄付で，幕府財政は安定した。

　喪に服することや忌引の日数などを定めた服忌令を出した。

問 ４　下線部ⓒに関連して，秀吉の対外政策に関して述べた次の文Ｘ・Ｙ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。 ２3

Ｘ　1588年に海賊取締令を出し，倭寇などの海賊行為を取り締まると，京都

や堺・長崎・博多の豪商たちに南方との貿易を推奨した。

Ｙ　文禄の役では，朝鮮水軍や明の援軍などにより苦戦したため，秀吉は早期

講和を求めたが，明が交渉に応じず，実現しなかった。

　Ｘ－ 正　　Ｙ－ 正 　Ｘ － 正　　Ｙ－ 誤

　Ｘ－ 誤　　Ｙ－ 正 　Ｘ － 誤　　Ｙ－ 誤
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日本史Ｂ

Ｂ　⑴　一　大名小
しょう

名
みょう

，在江戸交替，相定
さだむ

ル所也
なり

。毎歳
とし

夏四月中 ウ  致ス

　　ベシ。・・・

　一　 私
わたくし

ノ関所，新法ノ津
つ

留
どめ

，制禁ノ事。

　　　　一　 エ  石以上ノ船停
ちょう

止
じ

の事。

（『御触書寛保集成』）

⑵　当時ハ旅
りょ

宿
しゅく

ノ境
きょう

界
がい

ナル故
ゆえ

，金無テハナラヌ故，ⓓ米ヲ売テ金ニシテ，商

人ヨリ物ヲ買テ日々ヲ送ルコトナレバ，商人主
しゅ

ト成
なり

テ武家ハ客也。故に諸
しょ

色
しき

ノ値段，武家ノ心
こころ

儘
まま

ニナラヌ事也。武家皆知行処
しょ

ニ住スルトキハ，米ヲ売

ラズニ事スム故，商人米ヲホシガル事ナレバ，武家主ト成テ商人客也。・・・

 （『政談』）

⑶　

 （大田南畝『一話一言』）

20クマK　地歴公民・理科.indb   47 2020/02/07   16:04:15



─   48   ─

日本史Ｂ

問 ５　⑴の史料について，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。 ２４

　ウ―言　上　　エ―二　百

　ウ―言　上　　エ―五　百

　ウ―参　勤　　エ―二　百

　ウ―参　勤　　エ―五　百

問 6　⑵の史料に関連して，この史料の著者名と，著者が江戸に創設した私塾の組

合せとして正しいものを，次の～のうちから一つ選べ。 ２５

　荻生徂徠― 蘐園塾 　荻生徂徠 ― 懐徳堂

　山片蟠桃― 蘐園塾 　山片蟠桃 ― 懐徳堂

問 ７　⑵の下線部ⓓに関連して，17世紀後半から 18世紀後半にかけての商業の発

展につい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。

２6

　江戸の十組問屋や大坂の二十四組問屋など，問屋の組織化がすすんだ。

　大坂の堂島の米市場や江戸の神田の青物市場など，卸売市場が発達した。

　淀屋辰五郎が開いた越後屋呉服店が，「現金掛け値なし」の商法で繁盛した。

　問屋が原料や器具を貸し，生産物を買い上げる問屋制家内工業が広まった。
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日本史Ｂ

問 ８　⑶の図に関連して，この施設につい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。 ２７

　江戸に流入した没落農民に，帰村や帰農を促すための授産施設である。

　軽い罪を犯した無宿者を収容し，職業訓練をした授産施設である。

　目安箱の投書によってつくられた，貧しい人びとのための施療施設である。

　七分積金で積み立てられた米・金によって建てられたお救小屋である。
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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。（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　四民平等をうち出した明治政府は，ⓐ1870年代に旧武士の特権をはく奪して

いった。旧武士階級である士族に給与していた秩禄は，国家財政の約30％におよ

んだため，それを整理することは政府にとって急務の課題であった。1873年に

秩禄奉還の法により，自発的家禄奉還者を募り，さらに 1876年には，秩禄を全

廃する措置をとった。同年には ア  も出されており，士族のなかには商業

に従事する者も現われたが，「士族の商法」といわれ，大多数が失敗した。明治政

府は，生活に困窮した士族に仕事を授ける意味もあって，ⓑ黒田清隆の建議で屯

田兵制度を設けたが，士族の明治政府に対する不満は次第に高揚して，ⓒ西南地

方を中心に，士族による武力蜂起があいついで起こった。

問 １　下線部ⓐに関連して，1870年代の出来事として正しいものを，次の～

のうちから一つ選べ。 ２８  

　中央銀行として日本銀行が設立され，銀兌換が開始された。

　鹿鳴館が建てられ，井上馨による条約改正交渉が行われた。

　官営模範工場として，群馬県に富岡製糸場が開設された。

　福島事件や秩父事件など，自由党の激化事件が起きた。

問 ２　空欄 ア  に入る語句として正しいものを，次の～のうちから一つ

選べ。 ２９

　廃刀令 　身分解放令 　華族令 　徴兵令
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日本史Ｂ

問 3　下線部ⓑに関連して，黒田清隆に関して述べた次の文Ｘ・Ｙと，それに該当

する語句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。 30

Ｘ　江華島事件を契機に，1876年，彼が全権となり朝鮮との間でこの条約を

締結した。

Ｙ　彼が北海道開拓長官だった時に，この人物の会社に開拓使官有物を払い下

げたことで，開拓使官有物払下げ事件が起きた。

ａ　日朝修好条規 ｂ　済物浦条約 ｃ　五代友厚 ｄ　岩崎弥太郎

　Ｘ― ａ　　Ｙ― ｃ 　Ｘ ― ａ　　Ｙ― ｄ

　Ｘ― ｂ　　Ｙ― ｃ 　Ｘ ― ｂ　　Ｙ― ｄ

問 ４　下線部ⓒに関連して，神風連の乱（敬神党の乱）が起きた場所として正しい

ものを，次の地図中の～のうちから一つ選べ。 3１
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日本史Ｂ

Ｂ　1937年7月， イ  事件を契機に勃発したⓓ日中戦争は，次第に長期化の様

相を呈した。国内では国民の戦争への協力を促すために，その生活の統制も強化

されていった。1938年，ⓔ第一次近衛文麿内閣は国家総動員法を制定し，人的・

物的資源の統制・運用を勅令により行えるようにした。国家総動員法に基づいて，

1939年には国民徴用令や ウ  が制定された。ⓕ1940年には，新体制運動の

なか，上意下達機関として大政翼賛会が結成され，国民も隣組に組み込まれた。

また，ⓖ教育に関しても，戦時体制が敷かれた。

問 ５　空欄 イ  ウ  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。 3２

　イ―柳条湖　　ウ―金融緊急措置令

　イ―柳条湖　　ウ―価格等統制令

　イ―盧溝橋　　ウ―金融緊急措置令

　イ―盧溝橋　　ウ―価格等統制令

問 6　下線部ⓓに関連して，このような状況のなかで，政府が 1938年に発表した

声明に含まれる内容として正しいものを，次の～のうちから一つ選べ。

33

　「其
そ

ノ各自ノ人民ノ名ニ於
おい

テ」ナル字句ハ，帝国憲法ノ条章ヨリ観テ日本

国ニ限リ適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス。

　帝国政府ハ爾
じ

後
ご

国民政府ヲ対
あい

手
て

トセス，帝国ト真ニ提携スルニ足ル新興支

那政権ノ成立発展ヲ期待シ・・・新支那ノ建設ニ協力セントス。

　前号外交交渉ニ依
よ

リ十月上旬頃ニ至ルモ尚我要求ヲ貫徹シ得ル目処ナキ場

合ニ於
おい

テハ直
ただ

チニ対米（英蘭）開戦ヲ決意ス。

　帝国政府ハ此ノ上連盟ト協力スルノ余地ナキヲ信シ，連盟規約第一条第三

項ニ基キ帝国カ国際連盟ヨリ，脱退スルコトヲ通告スルモノナリ。
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日本史Ｂ

問 ７　下線部ⓔに関連して，戦争遂行のための物資動員を計画するために，第一次

近衛内閣が設置した機関の名称として正しいものを，次の～のうちから一

つ選べ。 3４

　企画院 　枢密院 　元老院 　大審院

問 ８　下線部ⓕに関連して，1940年以降に起こった出来事について述べた次の文

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。 3５

Ⅰ　アジアの結束を誇示するため，大東亜会議が開催された。

Ⅱ　日独伊三国同盟が締結され，枢軸陣営の連携が強化された。

Ⅲ　南進政策をすすめるため，日ソ中立条約を締結した。

　Ⅰ― Ⅱ― Ⅲ 　Ⅰ― Ⅲ― Ⅱ 　Ⅱ― Ⅰ― Ⅲ

　Ⅱ― Ⅲ― Ⅰ 　Ⅲ― Ⅰ― Ⅱ 　Ⅲ― Ⅱ― Ⅰ

問 ９　下線部ⓖ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。 36

　労働力不足を補うため，学生や生徒を徴用し，軍需工場で働かせる学徒勤

労動員が行われた。

　理系文系を問わず，大学生の徴兵猶予制が停止され，学徒出陣が行われた。

　ナチズムの教育制度を模倣して，小学校を国民学校に改め，「忠君愛国」の

国家主義的な教育が行われた。

　朝鮮や台湾では皇民化政策として，創氏改名や日本語教育の徹底が行われ

た。
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2）「仏国寺　多宝塔」                                写真：アフロ
3）「ケルン大聖堂」                                   写真：アフロ
4）「マチュ＝ピチュ」                                写真：アフロ

2020年度奨学生入学試験【日本史Ｂ】
1）「阿弥陀如来坐像」 平等院

2020年度一般入学試験前期日程（２月１日）【日本史Ｂ】
1）「誉田御廟山古墳」 写真：アフロ
2）「前島密（切手）」 写真：アフロ

2020年度一般入学試験前期日程（２月２日）【日本史Ｂ】
1）「都久夫須麻神社本殿」 本橋昴明／アフロ
2）「鷹見泉石像」
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2020年度一般入学試験後期日程【日本史Ｂ】
1）「伯耆国河村郡東郷庄之図」
 東京大学史料編纂所所蔵模写
2）「桂離宮」　　　　　　      写真提供：宮内庁京都事務所
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