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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，121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～ 55

政 治 ・ 経 済 56～ 76

理科 物理基礎・化学基礎・
生物基礎 80～ 121

　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。

2021 年度　奨学生入学試験
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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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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　フランスの思想家ルソーが，著書『社会契約論』において，間接民主制（代表

民主制）を批判して述べた言葉として最も適当なものを，次の～のうちか

ら一つ選べ。 １

　議員は選挙区から選ばれていても，国民代表として行動すべきである。

　イギリス人が自由なのは議員を選挙する間だけのことだ。

　人民の，人民による，人民のための政治をなくさせてはならない。

　王といえども，神と法の下に立たなければならない。

問 ２　中曽根内閣の下で 1980年代に民営化された三公社が行っていた事業として

適当でないものを，次の～のうちから一つ選べ。 ２

　鉄　道

　塩・たばこの製造や専売

　郵　便

　電信・電話
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政治・経済

問 3　他の条件が変わらない場合，ある国で産業の空洞化が促進される要因として

最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 3

　自国における法人税率の引上げ

　自国における賃金水準の下落

　自国における失業率の上昇

　外国為替市場における自国通貨の価値の低下

問 ４　日本の刑事裁判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。 ４

　検察が行った犯罪捜査に基づいて，警察は被疑者を起訴するかどうかを決

定する。

　他に証拠がなくても，本人の自白さえあれば被告人を有罪とすることがで

きる。

　刑事被告人は，犯罪の実行が明らかな場合にも，弁護人を依頼することが

できる。

　行為が行われたときに法律で犯罪とされていなくても，後に定められた法

律で犯罪とされれば，処罰することができる。

問 ５　日米安全保障条約と日本国憲法第９条の関係が争点となった裁判として最も

適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 ５

　恵庭事件

　長沼ナイキ基地訴訟

　砂川事件

　百里基地訴訟
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政治・経済

問 6　国際的な人権の擁護を目的とし，「良心の囚人」の釈放や死刑制度の廃止を訴

えるNGO（非政府組織）として最も適当なものを，次の～のうちから一つ

選べ。 6

　国際赤十字

　アムネスティ・インターナショナル

　国境なき医師団

　パグウォッシュ会議

問 ７　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。 ７

　衆議院において内閣不信任決議案が可決されると，内閣は直
ただ

ちに総辞職し

なければならない。

　内閣は法律案を参議院より先に衆議院に提出しなければならない。

　衆参両議院には国政調査権があり，証人を呼び出して証言を求めることが

できる。

　委員会で予算の審議をする際は，利害関係者や学識経験者を呼んで，両院

協議会を開かなければならない。

問 ８　国連（国際連合）で採択された人権条約のうち，日本が批准していないものを，

次の～のうちから一つ選べ。 ８

　子ども（児童）の権利条約

　難民条約

　女子（女性）差別撤廃条約

　死刑廃止条約
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政治・経済

問 ９　経済主体の保護や経済活動の規制を目的とする法律Ａ～Ｃと，それらの法律

が必要とされる理由ア～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。 ９

Ａ　消費者契約法

Ｂ　水質汚濁防止法

Ｃ　独占禁止法

ア　需要者と供給者との間に，情報の非対称性や交渉力の格差があるため。

イ　供給者の経済活動が，市場を通さずに他の経済主体に悪影響を及ぼす場合

があるため。

ウ　市場で自由な競争が行われず，公正な取引とならない場合があるため。

　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１0　市場において自由な競争が行われていて，他の条件が変わらない場合，ある

商品の価格が上がる要因として最も適当なものを，次の～のうちから一つ

選べ。 １0

　人々の嗜好の変化に伴う，他の商品の人気の高まり

　円安に伴う，商品の原材料コストの上昇

　失業の増加に伴う，労働者の賃金の低下

　景気の悪化に伴う，消費者の所得の減少
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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。

17～18世紀のヨーロッパでは，自由とⓐ平等，政治参加などを求めた市民階級

によって絶対王政が倒され，市民社会が成立した。そこでは，国の政治のあり方や

国民の権利を定めるⓑ憲法が制定され，議会や裁判所などの統治機構が整備された。

議会のメンバーを選ぶⓒ選挙に，徐々に多くの国民が参加できるようになり，国民

の意思がより多く反映する政治体制が次第に実現し，民主政治が発展した。

しかし，民主政治の発展は必ずしも順調だったわけではない。例えば，第一次世

界大戦後のドイツではⓓファシズムが台頭し，国民の自由や権利が奪われた。第二

次世界大戦後には，世界中で植民地の独立が進んだものの，ⓔ権威主義的な体制に

陥ってしまう例が見られた。また，ソ連の影響力の下に社会主義圏が生まれ，国民

の様々な自由が抑圧される体制が続いた。社会主義圏では，その後，ⓕ民主化を求

める運動が起こっては，ソ連によって弾圧される事態が生じる。だが，冷戦が終結

した 1989年に，東欧の国々が国民の自由を求める運動によって民主化された。そ

して，ついに，1991年にはソ連が崩壊し，ⓖ社会主義を奉ずる国はわずかとなった。

このように，しばしば危機を迎えながらも，民主政治は世界中に広まってきた。

しかし，今日，有権者の中に政治について関心をもたない人が増加し，民主主義が

新たな危機に陥っているとも言われる。日本でも近年の国政選挙ではⓗ投票率が低

迷しており，人々の間に大きな政治不信が広がっていることが懸念される。
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政治・経済

問 １　下線部ⓐに関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。 １１

　平等には形式的平等と実質的平等がある。形式的平等とは， Ａ  の平等

を確保するものであり，すべての人々を一律に等しく扱うことである。実質的

平等とは，人々の間にある格差の是正を図ることである。実質的平等を図るこ

とは， Ｂ  国家の理念に合致する。

　Ａ　機　会　　Ｂ　自　由

　Ａ　機　会　　Ｂ　福　祉

　Ａ　結　果　　Ｂ　自　由

　Ａ　結　果　　Ｂ　福　祉

問 ２　下線部ⓑに関連して，日本国憲法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。 １２

　天皇の地位は，主権者である日本国民の総意に基づくことが定められてい

る。

　国権の発動たる戦争を永久に放棄することが定められている。

　日本国民は，法律の範囲内において居住および移転の自由を有することが

定められている。

　国会議員や裁判官は，憲法を尊重し擁護する義務を負うことが定められて

いる。
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政治・経済

問 3　下線部ⓒに関連して，次の文中の空欄 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。 １3

　日本の衆議院議員総選挙における比例代表選挙では， Ａ  名簿式が採用

されており，有権者は Ｂ  を記入して投票することとされている。

　Ａ　拘　束　　Ｂ　個人名のみ

　Ａ　拘　束　　Ｂ　政党名のみ

　Ａ　拘　束　　Ｂ　個人名または政党名

　Ａ　非拘束　　Ｂ　個人名のみ

　Ａ　非拘束　　Ｂ　政党名のみ

　Ａ　非拘束　　Ｂ　個人名または政党名

問 ４　下線部ⓓに関連して，ドイツのファシズム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。 １４

　大衆の支持をつかむのに虚偽の宣伝が用いられた。

　同時期のイタリアでも同じような政治体制がとられた。

　選挙や国民投票を経ずに暴力的な手段で政権を獲得した。

　議会政治や権力分立制を否定した。

問 ５　下線部ⓔに関して，第二次世界大戦後の旧植民地などで行われた，経済発展

を国民の人権保障に優先させる権威主義的な政策を何というか。最も適当なも

のを，次の～のうちから一つ選べ。 １５

　開発独裁

　規模の経済

　グラスノスチ

　混合経済
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政治・経済

問 6　下線部ⓕに関連して，1968年に，プラハの春と呼ばれる民主化運動が起こっ

た国の名前（当時）として最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。

１6

　アフガニスタン

　ウクライナ

　チェコスロバキア

　ユーゴスラビア

問 ７　下線部ⓖに関連して，1993年に社会主義市場経済の導入を憲法に明記した

国として最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 １７

　イラン

　中　国

　インドネシア

　ロシア

21クマS　地歴公民・理科.indb   63 2020/11/17   18:14:12



─   64   ─

政治・経済

問 ８　下線部ⓗに関連して，次の表は，近年の国政選挙における年代別投票率を示

している。この表から読み取れ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。 １８

（単位：％）

年代
2016年 2017年 2019年

参議院 衆議院 参議院

18歳 51.2 47.9 34.7

19歳 39.7 33.3 28.1

10歳代 46.8 40.5 32.3

20歳代 35.6 33.9 31.0

30歳代 44.2 44.8 38.8

40歳代 52.6 53.5 46.0

50歳代 63.3 63.3 55.4

60歳代 70.1 72.0 63.6

70歳代以上 61.0 60.9 56.3

全体 54.7 53.7 48.8

（注） 　18歳と 19歳は，10歳代の内訳を示す。データは，2016年と 2017年の 10歳代が
全数調査である以外，抽出調査の数字である。

（資料）　総務省「国政選挙の年代別投票率の推移について」などにより作成。

　３回の選挙のうち，どの年代においても，2016年の投票率が最も高くなっ

ている。

　３回の選挙すべてにおいて，18歳の投票率は，20歳代の投票率よりも

10％以上高い。

　３回の選挙すべてにおいて，70歳代以上の投票率は，40歳代以下のどの年

代の投票率よりも高くなっている。

　３回の選挙すべてにおいて，投票率が最も高い年代は 50歳代であり，全

体の投票率よりも５％以上高い。
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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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政治・経済

第 3問　次の会話文を読み，下の問い（問 １～ ８）に答えよ。

学生A： 来年から就職活動だね。サークルのOBの方に聞いたんだけど，リーマン・

ショックの後はⓐ景気が悪くて，数十社まわっても内定がなかなかとれな

くて，ずいぶん大変だったらしい。

学生B： 僕の先輩も，正社員として就職することが難しくて，ⓑ非正規雇用で働き

ながら，資格試験の勉強をしていたと聞いたよ。

学生A： これから少しでも景気がよくなって新卒採用をするⓒ企業が増えてくれる

といいんだけど。

学生B： 僕は地元に戻って，ⓓ県庁か市役所でⓔ働きたいと思っているんだ。

学生A： 公務員試験を受験するの？

学生B： うん。帰省するたびに，親戚の人から「ⓕ地域経済が疲弊している」と聞

いたり，実際にシャッター通りになってしまった商店街を見たりして，何

とかしたいという気持ちになったんだ。

学生A： そういえば，ⓖ高度経済成長期の頃から，ⓗ公共事業によって地方のイン

フラ整備が盛んに行われたけれど，過疎・過密の進行や東京圏への一極集

中を止めることはできなかったという話を授業で聞いたよね。

学生B： そう。それで，公務員の立場から，自分の生まれた地域のために何かでき

ることはないかと思って。

学生A： えらいな。僕は将来についてまだ漠然としか考えていなかったんだけど，

ヒントをもらえた気がするよ。自分にどういう夢があるか，自分にはどう

いうことができるか，しっかり考えてみよう。
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政治・経済

問 １　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。 １９

　不況期には，在庫が減少する傾向がある。

　景気が好況から不況へ急激に後退する現象を，恐慌という。

　好況期には，失業率が低下する傾向がある。

　景気変動には周期性が見られる。

問 ２　下線部ⓑに関連して，日本における非正規雇用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。 ２0

　非正規雇用者は，労働組合を結成する権利である団結権をもつ。

　日本的雇用慣行の一つである終身雇用制を企業が維持できなくなったこと

が，非正規雇用が増加する一因となった。

　非正規雇用者の賃金は，最低賃金法の適用を受ける。

　非正規雇用の割合が高まると，企業は景気の変化に応じて雇用調整を行う

ことが難しくなる。
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政治・経済

問 3　下線部ⓒに関連して，企業が行うコンプライアンスのための取組みの例とし

て最も適当なものを，次の～のうちから一つ選べ。 ２１

　スポーツチームを支援して，ユニフォームに企業のロゴマークをつけても

らう。

　地元の町内会と協力して，地域の清掃や街路樹の手入れなどの奉仕活動を

行う。

　高校生のために職場体験の機会を設け，将来の進路を選ぶ材料を提供す

る。

　社会的なルールについての講座を開き，従業員と地域住民に受講してもら

う。

問 ４　下線部ⓓに関連して，日本の地方財政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。 ２２

　地方交付税は，地方自治体間の財政力格差を小さくするために国が交付す

る。

　国庫支出金は，地方自治体の主要な自主財源の一つである。

　三割自治は，国の交付する財源が地方自治体の歳入の３割ほどとなる状況

を意味する。

　地方債を発行するには，総務大臣または都道府県知事の同意が必要である。
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─   69   ─

政治・経済

問 ５　下線部ⓔに関連して，労働についての仕組み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。 ２3

Ａ　ワークシェアリング

Ｂ　変形労働時間制

Ｃ　裁量労働制

ア　労働者がどのような時間帯に働くかを自分で管理し，労使協定で定めた時

間だけ働いたとみなす。

イ　労働者一人当たりの労働時間を短縮することにより，雇用者数の確保を図

る。 

ウ　一定期間内の平均労働時間が法定労働時間を超えないように調整して，繁

忙期に勤務時間が増加しても時間外労働として扱わない。

　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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─   70   ─

政治・経済

問 6　下線部ⓕに関連して，近年の日本の地域経済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。 ２４

　自分が貢献したい地方公共団体に寄付をすると，税が軽減される制度が導

入された。

　財政が破綻した地方公共団体が財政再建団体に指定された。

　地方行政の効率化と地域経済の活性化を目指して，市町村の小規模化が図

られた。

　地元産の農産物を地元で消費する「地産地消」を促す動きがみられた。

問 ７　下線部ⓖの時期における日本の経済や社会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

　日本のGNP（国民総生産）が，アメリカに次いで資本主義国の中で第二位

となった。

　「三種の神器」と呼ばれた耐久消費財が広く普及した。

　企業は，主として株券・社債の発行による直接金融で設備投資の資金をま

かなった。

　１ドル＝360円という固定相場制度が日本の輸出にとって有利に働いた。
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─   71   ─

政治・経済

問 ８　下線部ⓗ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。 ２6

　公共事業から便益を受けた人が事業の費用を負担すべきだという主張は，

公共設備使用の有料化につながりやすい。

　アダム・スミスは，政府の任務を国防と司法に限定し，公共事業はすべて

民間に委ねるべきだと考えた。

　不況期に，政府が公共事業を拡大し総需要を増やす政策をとることで，景

気が回復することが期待される。

　日本では，公共事業の費用のために，国会の議決を経た金額の範囲内で，

公債を発行することができる。
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─   72   ─

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。

現在の国際社会は，ⓐ主権国家によって構成されており，193か国がⓑ国連（国

際連合）に加盟している（2020年３月現在，外務省webページによる）。それぞれの

主権国家は，ある一定の領域と国民を統治する最高の権力をもち，他国の介入を排

除できる独立の権力をもつ。

しかし，経済の国際化が進んでⓒ多国籍企業の活動が広がり，気候変動のような

ⓓ環境問題が深刻化する中で，主権国家だけでは，グローバル化の進展した国際社

会の様々な問題に対応することが難しいことが明らかになりつつある。そこで主権

国家のあり方が問い直され，主権国家の枠組みを超えて国際的に協力する取組みや，

ⓔ地方自治の活性化などの地域的な取組みが重視されるようになってきた。

主権国家の枠組みを超えた国際的な協力体制の例としてⓕEU（欧州連合）を挙げ

ることができる。ヨーロッパでは第二次世界大戦後に，再び戦争を起こすことがな

いように，フランスとドイツの対立を解消するための取組みがなされてきた。この

取組みがヨーロッパ統合を目指す動きにまで発展していったのである。

温室効果ガス削減対策においても，EUは削減の先頭に立っている。しかし，

EUに加盟した主権国家内で見ると，自分たちの国の主権がEUによって過度に

制限されているという見方も存在する。そうした不満が，国内に東欧の国々から

の ア  が増えることへの反発と重なって， イ  はEUから離脱することと

なった。

今後もこのような国が現れてEUは縮小に向かってしまうのだろうか。それとも，

ⓖアメリカ合衆国に比肩するような「ヨーロッパ合衆国」へ発展していくのだろう

か。主権国家の枠組みをどこまで維持していくべきか，その枠組みを解体して，よ

り大きな枠組みを強固なものとするか，ヨーロッパは岐路に立っていると言えるだ

ろう。
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─   73   ─

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　移　民　　イ　イギリス

　ア　移　民　　イ　ギリシャ

　ア　難　民　　イ　イギリス

　ア　難　民　　イ　ギリシャ

問 ２　下線部ⓐ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。 ２８

　国家の主権の及ぶ領海は，干潮時の海岸線などの基線から200海里までの

水域である。

　宇宙条約によって，大気圏外の宇宙空間には国家の主権は及ばないことと

されている。

　名誉革命とフランス革命により市民社会が誕生した後，ヨーロッパで主権

国家体制が形成される契機となる条約が結ばれた。

　主権国家が国際法の主体となるかどうかは，原則として人口と領域の規模

に応じて決定される。

問 3　下線部ⓑに関連して，国連に属している機関として適当でないものを，次の

～のうちから一つ選べ。 ２９

　経済協力開発機構（OECD）

　国際司法裁判所（ICJ）

　世界食糧計画（WFP）

　世界保健機関（WHO）
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─   74   ─

政治・経済

問 ４　下線部ⓒ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。 30

　多国籍企業は，進出した国において雇用を創出する。

　企業が海外に子会社を設立することは，間接投資に当たる。

　製造業のみならず，金融業においても企業の多国籍化が進んでいる。

　多国籍企業の売上高が，一国のGDP（国内総生産）を上回る場合がある。

問 ５　下線部ⓓに関連して，地球環境問題に関する次の条約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。

3１

Ａ　パリ協定

Ｂ　ワシントン条約

Ｃ　ラムサール条約

ア　水鳥の生息地である湿地の保護とその持続的な利用を目指した条約であ

る。

イ　絶滅の危機にある野生動植物を保護するため，指定された動植物の国際的

取引を規制する条約である。

ウ　京都議定書に代わって地球温暖化対策を定めた条約である。

　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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─   75   ─

政治・経済

問 6　下線部ⓔに関連して，次の文中の空欄 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。 3２

　日本の地方自治では， Ａ  が住民の選挙で選ばれ，首長と議会の関係は， 

Ｂ  に近い性格をもつ。

　Ａ　首長のみ　　　　　　　　Ｂ　議院内閣制

　Ａ　首長のみ　　　　　　　　Ｂ　大統領制

　Ａ　議会の議員のみ　　　　　Ｂ　議院内閣制

　Ａ　議会の議員のみ　　　　　Ｂ　大統領制

　Ａ　首長および議会の議員　　Ｂ　議院内閣制

　Ａ　首長および議会の議員　　Ｂ　大統領制

問 ７　下線部ⓕに関連して，ヨーロッパ統合に関する次の出来事Ａ～Ｄを古い順に

並べたとき，３番目にくるものとして正しいものを，下の～のうちから一

つ選べ。 33

Ａ　欧州共同体（EC）が発足した。

Ｂ　マーストリヒト条約が調印された。

Ｃ　ユーロの流通が開始された。

Ｄ　欧州経済共同体（EEC）が発足した。

　Ａ

　Ｂ

　Ｃ

　Ｄ
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─   76   ─

政治・経済

問 ８　下線部ⓖ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。 3４

　連邦議会の下院議員は各州より人口比例で選出される。

　州ごとに関税を定めることができる。

　大統領選挙において州ごとに大統領選挙人が選出される。

　州ごとに州議会が設けられている。
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（下　書　き　用　紙）
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─   78   ─

（下　書　き　用　紙）
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