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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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世  界  史 Ｂ

（解答番号 １  ～ 36  ）
第 １ 問　金は多くの時代・地域で貴金属として扱われ，銀や銅とともに交換手段

や貨幣として使用されたほか，美術工芸品としても重宝された。世界史上の金につ

いて述べた次の文章Ａ～Ｃを読み，下の問い（問 １～ ９）に答えよ。

Ａ　前７世紀前半に ア  王国で，世界で最初の金貨が造られたといわれる。

しかしこれはエレクトロンという金・銀の合金が素材だったとされ，前６世紀半

ばになって，同王国で純度の高い金貨が鋳造されるようになった。他方， 前７世

紀以降は  ①スキタイ人などの騎馬民族の活動が活発になり，彼らは周辺の大国

を脅かし，略奪を展開した。金は交易だけでなく，略奪や戦争でも移動した。各

地の金は騎馬民族などの新興勢力によって略奪され，それらの金の多くがアケメ

ネス朝に集まった。その後，アケメネス朝の金は  ②アレクサンドロス大王によっ

て奪われて西方へ移動し，ヘレニズム時代の繁栄の基礎となった。
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世界史Ｂ

問 １　文章中の空欄 ア  に入れる語と，この国の位置を示す次の地図中のａ

またはｂ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。

１

ａ

ｂ

　リディア ― ａ 　リディア― ｂ

　メディア― ａ 　メディア― ｂ

問 ２　下線部①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。 ２

　天山北方からイリ地方に展開していた遊牧民で，武帝以降に漢との結びつ

きを強めた。

　甘粛・タリム盆地に進出したが，匈奴の攻撃によって主力はイリ地方に移

動した。

　モンゴル高原から中央アジアを支配したトルコ系騎馬遊牧民で，柔然を滅

ぼして建国した。

　黒海北方の草原地帯のイラン系騎馬遊牧民で，動物文様の金属工芸品が特

徴である。
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世界史Ｂ

問 3　下線部②に関して，アレクサンドロス大王の活動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。 3

　カイロネイアの戦いでアテネ・テーベ連合軍を破り，コリントス同盟を形

成した。

　プラタイアの戦いで，アケメネス朝のダレイオス３世に大勝した。

　ナイル川のデルタ河口に，自らの名を冠したアレクサンドリアを建設した。

　アケメネス朝の王都のニネヴェを陥落させて，ペルシア帝国の後継者を自

称した。
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世界史Ｂ

Ｂ　ローマ帝国で使用・加工された貴金属は，その多くがインド洋世界をはじめと

する様々な地域に拡散した。しかし，中世のヨーロッパでは銀本位制がしかれて

いたこともあり，13世紀に入る頃までは金貨の鋳造は見られなかった。また，ヨー

ロッパでは金が産出されなかったため，③西ヨーロッパの君主たちの金に対する

欲望は徐々に強くなっていった。大航海時代に入り，ポルトガル人が西アフリカ

沿岸を探索して ④ニジェール川流域の金を獲得するようになると，15世紀半ば

には，ポルトガルが鋳造した金貨が国際通貨として利用され始めた。その動向に

影響された ⑤スペイン王室は，コロンブスを探険航海に派遣した。

問 ４　下線部③に関連して，中世ヨーロッパの皇帝や国王の動向について述べた文

として正しいものを，次の～のうちから一つ選べ。 ４

　デーン人のリューリクが，イングランドにデーン朝を開いた。

　イギリス王ヘンリ３世が，大憲章を承認した。

　フランス国王ルイ９世が，アルビジョワ派を討伐した。

　神聖ローマ皇帝ハインリヒ４世が，金印勅書を発布した。
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世界史Ｂ

問 ５　下線部④に関して，この地域に存在した王国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。 ５

　ナイル川上流にクシュ王国が建てられ，製鉄と商業で繁栄した。

　アクスム王国は，金と岩塩を交換するサハラ縦断貿易で繁栄した。

　マリ王国のガザン=ハンは，盛大なメッカ巡礼を行ったことで知られてい

る。

　ソンガイ王国のトンブクトゥは，西アフリカのイスラーム文化の中心で

あった。

問 6　下線部⑤に関連して，カルロス１世・フェリぺ２世時代の出来事について述

べた次の文ａ～ｃが，年代の古いものから順に正しく配列されているものを，

下の～のうちから一つ選べ。 6

ａ　ポルトガルの王家断絶を契機に，ポルトガルを併合した。

ｂ　無敵艦隊（アルマダ）が，イギリス海軍に惨敗した。

ｃ　コンキスタドール（征服者）の一人であるコルテスが，アステカ王国を滅

ぼした。

　ａ → ｂ → ｃ

　ａ → ｃ → ｂ

　ｂ → ａ → ｃ

　ｂ → ｃ → ａ

　ｃ → ａ → ｂ

　ｃ → ｂ → ａ

20クマK　地歴公民・理科.indb   8 2020/02/07   16:04:12



─   9   ─

世界史Ｂ

Ｃ　ブラジルなどからの金をもとに財の蓄積に成功したイギリスは，19世紀前半

に金本位制を導入した。金本位制が確立されると金の探索が激化し，アメリカの 

イ  をはじめ，世界中でゴールドラッシュが引き起こされた。金本位制は約

１世紀の間，世界経済の価値尺度となったが，⑥第一次世界大戦によってイギリ

スの生産力と経済力における地位が低下すると，金本位制はしばらく停止された。

1925年には金本位制に復帰したが，1929年に世界恐慌が勃発すると，1931年に

再び ⑦イギリスは金本位制を停止し，1933年にはアメリカ合衆国も同様の政策

を実施した。第二次世界大戦後， ウ  体制の下では，ポンドに代わってドル

が基軸通貨とされ，１オンスの金を35ドルとする IMF体制が成立した。

問 ７　文章中の空欄 イ  と ウ  に入れる語の組合せとして正しいものを，

次の～のうちから一つ選べ。 ７

　イ―カリフォルニア　　ウ―ダンバートン=オークス

　イ―カリフォルニア　　ウ―ブレトン=ウッズ

　イ―テキサス　　　　　ウ―ダンバートン=オークス

　イ―テキサス　　　　　ウ―ブレトン=ウッズ
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世界史Ｂ

問 ８　下線部⑥について，この戦争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。 ８

　ボスニアの州都で発生したファショダ事件が，勃発の契機となった。

　スイスの中立侵犯を理由に，イギリスはドイツに宣戦布告した。

　ドイツはマルヌの戦いでロシアを破り，東部戦線の主導権を握った。

　アメリカ合衆国は，ドイツの無制限潜水艦作戦を理由に参戦した。

問 ９　下線部⑦に関連して，この政策を実施したマクドナルド挙国一致内閣の政策

について述べた次の文ａとｂ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。 ９

ａ　オタワ連邦会議を開催して，スターリング=ブロックを形成した。

ｂ　ドイツ・イタリアに宥和政策で対応し，ミュンへン会談を行った。

　ａ―正　　ｂ―正

　ａ―正　　ｂ―誤

　ａ―誤　　ｂ―正

　ａ―誤　　ｂ―誤
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世界史Ｂ

（下　書　き　用　紙）

　世界史Ｂの試験問題は次に続く。
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世界史Ｂ

第 ２問　医学は人々の生活に大きな影響を与え，様々な分野の学問と結びついて
発展するとともに，各国政府も疾病の予防や流行に対する政策を実施してきた。医

学の歴史について述べた次の文章Ａ～Ｃを読み，下の問い（問 １～ ９）に答えよ。

Ａ　古代の医学は主に予言者や占い師などによって担われたので，バビロニアでは

人間や社会の未来を予知する占星術が盛んになった。一方，①ギリシアでは自然

哲学をはじめとする学問が発達し，「医学の父」とされる ア  も出現した。の

ちにギリシアの学問はイスラーム世界で新たな展開をみせたが，アリストテレス

哲学を学んだ学者が医学分野でも活躍した。他方，イスラーム世界での医学の展

開には，②インド医学の影響も重要である。イスラーム世界の医学の特徴は，イ

ンドをはじめとした古代オリエントやペルシア，ギリシアなどの医学的知識が集

大成されたことであった。イブン=シーナーの イ  などのイスラーム世界の

医学の成果は，11世紀以降にラテン語に翻訳され，中世ヨーロッパの大学にお

いて重用された。

問 １　文章中の空欄 ア  と イ  に入れる語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―アルキメデス　　　イ―『医学典範』

　ア―アルキメデス　　　イ―『斉民要術』

　ア―ヒッポクラテス　　イ―『医学典範』

　ア―ヒッポクラテス　　イ―『斉民要術』
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世界史Ｂ

問 ２　下線部①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。 １１

　タレスは，万物の根源を水とした。

　ピタゴラスは，万物の根源を変化も消滅もしない原子とした。

　ソフォクレスは，「万物の尺度は人間」であるとした。

　プロタゴラスは，イデア論や哲人政治を主張した。

問 3　下線部②に関連して，インド文明の初期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。 １２

　インダス文明の代表的な遺跡は，ハラッパーやティリンスである。

　インダス文字は，ヴェントリスによって解読された。

　バラモン教の聖典である最古のヴェーダは，『リグ=ヴェーダ』である。

　ヴァルナの第２位に位置する戦士階級は，ヴァイシャという。

20クマK　地歴公民・理科.indb   13 2020/02/07   16:04:13



─   14   ─

世界史Ｂ

Ｂ　③14世紀になると，ユーラシア大陸で黒死病（ペスト）が流行した。これは，

内陸部に生息する病原菌が，モンゴル帝国の東西交易網によって広まったためと

される。この時期に黒死病の流行地域と交易関係を有していた ④ヴェネツィア

では，流行地域からの船舶を一定期間隔離する検疫制度が導入されたといわれて

いる。その後，ヨーロッパにおいては，18世紀に ⑤ジェンナーによる種痘法な

どの現代医学につながる成果が出現し，ヨーロッパ勢力が世界各地に進出するの

に伴って，西洋医学は世界に広がることになった。

問 ４　下線部③に関して，この世紀の出来事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。 １3

　神聖ローマ帝国で，事実上，皇帝が不在の「大空位時代」が出現した。

　ティムールが，サマルカンドに拠ってティムール朝を創始した。

　スマトラ島北部に，イスラーム国家であるアチェ王国が建国された。

　靖康の変が起こり，金によって開封が攻撃されて北宋が滅亡した。
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世界史Ｂ

問 ５　下線部④に関して，この都市について述べた次の文ａとｂ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。 １４

ａ　東方貿易（レヴァント貿易）で繁栄して，一時期，地中海世界で大勢力となっ

た。

ｂ　この都市の意図で，第３回十字軍はコンスタンティノープルを占領した。

　ａ―正　　ｂ―正

　ａ―正　　ｂ―誤

　ａ―誤　　ｂ―正

　ａ―誤　　ｂ―誤

問 6　下線部⑤に関連して，17～19世紀のヨーロッパにおける科学の展開につい

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。 １５

　ボイルは『プリンキピア』を著して，万有引力の法則などを体系化した。

　リンネは燃焼を理論化して，質量保存の法則を打ち出した。

　ヘルムホルツは「力の保存」を発表して，エネルギー保存の法則を提唱した。

　メンデルは『種の起源』を著して，進化論を例証した。
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世界史Ｂ

Ｃ　中国では，⑥儒学が知識・学問の中心とされていたので，医学などの実用的な

学問は低い立場に置かれていた。しかし， ⑦キリスト教の宣教師たちとの交流な

どを通じて中国に西洋の知識が伝わると，数学や医学なども次第に重視されるよ

うになった。清代の ⑧洋務運動から変法運動への思潮の変化を背景にこの流れ

は支配的になり，20世紀には，医学などを学ぶために日本へ留学する人物も現

れた。

問 ７　下線部⑥に関連して，主要な儒家や儒学者の活動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。 １6

　荀子は，性善説を唱えて礼を学ぶ必要性を説いた。

　孔穎達は，唐の太宗の勅命で『五経正義』を編
へん

纂
さん

した。

　司馬光は，心と天地の一体化を重視する「心即理」説を唱えた。

　顧憲成は，清を代表する考証学者で考証学的な史学を確立した。
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世界史Ｂ

問 ８　下線部⑦に関連して，次の年表のａ～ｄの時期のうち，マテオ=リッチの指

導下で「坤
こん

輿
よ

万国全図」が刊行された時期として正しいものを，下の～の

うちから一つ選べ。 １７

ａ

1449年　土木の変

ｂ

1592年　豊臣秀吉の朝鮮侵攻開始

ｃ

1673年　三藩の乱の勃発

ｄ

　ａ 　ｂ 　ｃ 　ｄ

問 ９　下線部⑧に関連して，この運動を進めた漢人官僚の一人である李鴻章につい

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。 １８

　欽
きん

差
さ

大臣として，アへンの没収と廃棄などを広東で強行した。

　郷勇の湘軍を組織して，太平天国の鎮圧に活躍した。

　陝
せん

甘
かん

総督として，東トルキスタンのイスラーム教徒の反乱を平定した。

　富国強兵を目指して西洋の技術などを導入し，北洋艦隊を編成した。
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─   18   ─

世界史Ｂ

第 3問　国家と宗教は，歴史時代を通じて互いに影響を及ぼし合ってきた。国家
と宗教の関係について述べた次の文章Ａ～Ｃを読み，下の問い（問 １～ ９）に答え

よ。

Ａ　古代の国家の多くは，神権政治を行った。エジプトの王は太陽神ラーの化身で

あり，メソポタミアの王は最高の神官という立場に立った。中国の殷では，占い

で天の意向を知って政治を行うやり方をとった。ローマの皇帝は，自身を神格化

して民衆に自身への崇拝を強制したが，①キリスト教徒の多くはそれに従わな

かったため，長きにわたって迫害された。しかし，やがてキリスト教は公認され，

ついにはローマ帝国の国教とされて，他教の信仰が禁止されるに至った。そして

キリスト教は②中世ヨーロッパへ受け継がれたが，教会と政治権力との関係は複

雑な経緯をたどることになった。11世紀には神聖ローマ皇帝とローマ教皇とが

聖職叙任権をめぐって激しく衝突した。しかし，のちに主権国家体制の時代にな

ると，③政治権力が宗教を統制する動きが見られた。

問 １　下線部①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。 １９

　中国では祅
けん

教と呼ばれた。

　三位一体説が正統教義とされた。

　信徒の義務として六信五行が定められている。

　苦行と不殺生が重視される。
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─   19   ─

世界史Ｂ

問 ２　下線部②の諸状況について述べた文として最も適当なものを，次の～の

うちから一つ選べ。 ２0

　イギリスでは，聖職者・貴族・騎士（のちのジェントリ）・市民の代表か

らなる議会が成立した。

　ポーランドとリトアニアは，カルマル同盟を結んだ。

　フランスのヴァロワ朝下では，ワット=タイラーの乱が起こった。

　モスクワ大公国のイヴァン３世は，神聖ローマ皇帝位を継承した。

問 3　下線部③に関連して，ヨーロッパにおける政治権力と宗教の関係について述

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。 ２１

　ドイツでは，領邦教会制が形成された。

　イギリスのエリザベス１世は，統一法（信仰統一法）を制定した。

　スペインでは，審査法が制定された。

　フランスのルイ14世は，ナントの王令（勅令）を廃止した。
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─   20   ─

世界史Ｂ

Ｂ　前漢の武帝は ア  の意見を採り入れて儒学を官学化し，ここから中国の

儒教が確立されていくことになった。儒教は「宗教」と呼ばれるものとやや質が

異なるが，人々の意識の深部にまで及ぶ倫理規範であり，中国の歴代王朝は原則

としてこれを国家統治の土台とした。しかし，他の宗教を禁止することはあまり

見られなかった。④魏晋南北朝時代に仏教が本格的に伝来し，道教も大成され，

ここにいわゆる「中国三教」がそろった。仏教が厳しく弾圧された時期もあるも

のの，これらの三教はそれぞれ発展を遂げていった。⑤清の時代には，その広大

な統治領内にチベット仏教徒やイスラーム教徒の地域も含んでいたが，清政府は 

イ  の監督のもとに，それぞれの地域における自治権を認め，信仰も尊重し

た。

問 ４　文章中の空欄 ア  と イ  に入れる語の組合せとして正しいものを，

次の～のうちから一つ選べ。 ２２

　ア―司馬遷　　　イ―都護府

　ア―司馬遷　　　イ―理藩院

　ア―蕫仲舒　　　イ―都護府

　ア―蕫仲舒　　　イ―理藩院
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─   21   ─

世界史Ｂ

問 ５　下線部④の時代の出来事について述べた次の文ａ～ｃが，年代の古いものか

ら順に正しく配列されているものを，下の～のうちから一つ選べ。 ２3

ａ　五胡の一つである匈奴により晋（西晋）が滅亡した。

ｂ　洛陽近郊で竜門石窟寺院の建設が始まった。

ｃ　官吏登用法である九品中正が創始された。

　ａ → ｂ → ｃ

　ａ → ｃ → ｂ

　ｂ → ａ → ｃ

　ｂ → ｃ → ａ

　ｃ → ａ → ｂ

　ｃ → ｂ → ａ

問 6　下線部⑤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。 ２４

　完顔阿骨打によって建国された。

　『四庫全書』などの大編纂事業が行われた。

　農民統治策として里甲制が施行された。

　康有為が指導した辛亥革命で滅亡した。

20クマK　地歴公民・理科.indb   21 2020/02/07   16:04:13
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世界史Ｂ

Ｃ　イスラーム教は，ユダヤ教やキリスト教という一神教の影響を受けて成立した

宗教であり，ユダヤ教やキリスト教の信徒は「啓典の民」として尊重され，信仰・

生命・財産も保障された。ただし，⑥人頭税（ジズヤ）を納めることが条件であっ

た。このように，人頭税を納入して信仰を保障された非イスラーム教徒はズィン

ミーと呼ばれたが，次第にゾロアスター教徒や⑦仏教徒も同じように扱われるよ

うになった。その後の ⑧イスラーム世界では人頭税さえ納めれば個人の信仰は

自由であり，原則として信仰を理由に政治権力から弾圧されることはなかった。

間 ７　下線部⑥に関連して，世界史上の税やそれに関する条約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。 ２５

　イスラーム世界における地租（土地税）は，ジハードと呼ばれた。

　唐代の中国では，両税法に代えて一条鞭法が施行された。

　アメリカ大陸のイギリス領植民地の人々は，本国による課税強化に反発を

強めた。

　アヘン戦争後の南京条約では，中国の関税自主権が認められた。
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世界史Ｂ

問 ８　下線部⑦に関連して，仏教の遺跡として正しいものを，次の～のうちか

ら一つ選べ。 ２6

 

 

問 ９　下線部⑧に関連して，イスラーム諸王朝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

　ムラービト朝は，ガーナ王国に侵攻した。

　後ウマイヤ朝では，タージ=マハルが建造された。

　ナスル朝は，イクター制を創始した。

　ファーティマ朝は，イスラーム教のインド進出の端緒となった。
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─   24   ─

世界史Ｂ

第 ４問　スポーツの交流を通じて世界平和の形成を目指す国際オリンピックは，
世界中の国や地域の利害が衝突する場でもあった。オリンピックについて述べた次

の文章Ａ～Ｃを読み，下の問い（問 １～ ９）に答えよ。

Ａ　オリンピックの起源は ①古代ギリシアに遡
さかのぼ

り，ペロポネソス半島北西部のゼ

ウス神殿で知られるオリンピアで，４年ごとに開催された祭典である。デルフォ

イの地でアポロンが下した神託により，祭典の一定期間は武器を持って主催国に

入ることが禁止された。古代ギリシアは小国分立の状態であったが，人々は共通

の ②言語や神話，競技祭などを通じて同一民族としての意識を保持した。しかし，

ギリシア文化の発展に寄与した競技祭も，③４世紀に異教の祭典としてローマ皇

帝の勅令によって中止された。

問 １　下線部①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。 ２８

　有力者の指導で人々が軍事・経済的要地に集住して，ポリスが形成された。

　ポリス中心部の丘のコロッセウムは防衛拠点で，守護神の神殿も造られた。

　ポリス中心部の広場であるパンテオンは交易市場で，集会も開かれた。

　古代ギリシア人は自らをバルバロイと呼んで，異民族と区別した。
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世界史Ｂ

問 ２　下線部②に関連して，歴史上の言語について述べた次の文ａとｂ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

ａ　タミル語は，古代インドで共通語として使用された。

ｂ　トスカナ語は，ダンテの『神曲』で使用され，のちにイタリアの標準語に

発展した。

　ａ―正　　ｂ―正

　ａ―正　　ｂ―誤

　ａ―誤　　ｂ―正

　ａ―誤　　ｂ―誤

問 3　下線部③に関して，この世紀の出来事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。 30

　フランク王国のクローヴィスが，アタナシウス派に改宗した。

　ササン朝ペルシアが，ホスロー１世の下で最盛期を迎えていた。

　司馬睿が建康を都として，東晋を創建した。

　高句麗が，唐と新羅の連合軍に滅ぼされた。
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世界史Ｂ

Ｂ　近代オリンピックはフランスのクーベルタンの提唱によって始まり，1896年

にアテネで第１回大会が開催された。古代ギリシアの競技祭が，当時の理想主義

や ④国際主義を表す平和の祭典として復活した。この競技祭が復活した背景に

は，⑤第二帝政の崩壊を招いた ⑥プロイセン=フランス戦争後のフランスにおけ

る愛国心の高揚や，青少年を鍛錬するためにスポーツを奨励する機運があった。

ペルシア戦争中のマラトンの戦いにおける故事に由来するマラソンも，近代オリ

ンピックの開催にあたって考案されたものであった。

間 ４　下線部④に関連して，歴史上の国際会議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。 3１

　ナポレオン戦争後のウィーン会議で，ケープ植民地がイギリスの領有と

なった。

　ロシア=トルコ戦争後のベルリン会議で，ギリシアの独立が承認された。

　第一次世界大戦後のパリ講和会議で，オーストリアとヌイイ条約が締結さ

れた。

　第一次世界大戦後のワシントン会議で，中国に関する四カ国条約が締結さ

れた。
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─   27   ─

世界史Ｂ

問 ５　下線部⑤に関連して，歴史上の帝国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。 3２

　オスマン帝国のセリム１世が，第１次ウィーン包囲を実施した。

　ムガル帝国のアクバルが，人頭税（ジズヤ）を復活させた。

　ロシア帝国のエカチェリーナ２世は，ベーリングを派遣して日本に通交を

求めた。

　ドイツ帝国のヴィルヘルム２世は，フランスとの間に２度のモロッコ事件

を引き起こした。

問 6　下線部⑥について述べた次の文章中の空欄 ア  と イ  に入れる語

の組合せとして正しいものを，下の～のうちから一つ選べ。 33

　皇帝のナポレオン３世が ア  で捕えられるなど，プロイセン側が勝利

を続ける中で，ドイツ帝国の成立が宣言された。この戦争の結果，ドイツは 

イ  を獲得した。

　ア―スダン　　イ―アルザス・ロレーヌ

　ア―スダン　　イ―シュレスヴィヒ・ホルシュタイン

　ア―ニース　　イ―アルザス・ロレーヌ

　ア―ニース　　イ―シュレスヴィヒ・ホルシュタイン
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─   28   ─

世界史Ｂ

Ｃ　近代オリンピックは，政治とも深く関わってきた。1936年のベルリン大会では，

⑦国民社会主義ドイツ労働者党（ナチス）政権のもとで，オリンピアで点火され

た聖火をギリシアからドイツに運ぶ聖火リレーが考案され，ドイツを古代ギリシ

ア文明の継承者と演出することで「アーリヤ人」の優越性の宣伝がなされた。第

二次世界大戦後，1972年のミュンへン大会では，パレスチナの武装組織による

⑧イスラエル選手団への襲撃事件が発生した。また，1980年のモスクワ大会では，

前年のソ連による ア  への侵攻を理由に，アメリカ合衆国や当時の西ドイ

ツなど一部の西側諸国などがボイコットし，さらにその報復として，1984年の

ロサンゼルス大会では，ソ連などの東側諸国がボイコットした。

問 ７　文章中の空欄 ア  に入れる語として正しいものを，次の～のうち

から一つ選べ。 3４

　アフガニスタン

　イラン

　バングラデシュ

　パキスタン
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世界史Ｂ

問 ８　下線部⑦に関連して，ナチス政権の動向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。 3５

　国会議事堂放火事件を契機に，共産党を解散に追い込んだ。

　全権委任法の制定によって，ナチスの独裁体制が基礎付けられた。

　ヴェルサイユ条約に従って，住民投票でダンツィヒを編入した。

　仏ソ相互援助条約の締結を口実に，ラインラント進駐を行った。

問 ９　下線部⑧に関連して，歴史上のユダヤ人・ユダヤ民族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。 36

　新バビロニアによってイスラエル王国が滅ぼされ，バビロン捕囚が行われ

た。

　中世のヨーロッパでは，ユダヤ人が強制隔離されたゲットーがあった。

　ブーランジェ事件に衝撃を受けたヘルツルが，シオニズムを提唱した。

　ユダヤ人の絶滅政策のために，ナチスがゲルニカに強制収容所を建てた。
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2020年度奨学生入学試験【世界史Ｂ】
1）「ガール水道橋」 写真：アフロ
2）「ジッグラト」 写真：アフロ
3）「パルテノン神殿」 写真：アフロ
4）「ペルセポリス」 写真：アフロ

2020年度一般入学試験前期日程（２月１日）【世界史Ｂ】
1）「アルハンブラ宮殿の「獅子の庭」」 写真：アフロ

2020年度一般入学試験前期日程（２月２日）【世界史Ｂ】
1）「ミケランジェロの「ダヴィデ像」」 

提供：熊谷直夫/アフロ

2020年度一般入学試験後期日程【世界史Ｂ】
1）「サンコレ・モスク」　　　　　　　　　  写真：アフロ
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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