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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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世  界  史 Ｂ

（解答番号 １  ～ 36  ）
第 １ 問　中国では前３世紀末の秦による統一を経て，漢～隋・唐の時期に多くの

民族と領域を支配する古代帝国が出現した。漢～隋・唐の時期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　劉邦は，前202年に垓
がい

下
か

の戦いに勝利して前漢を建てた。彼は国内統治にあた

り，①秦のような失敗を繰り返さないために急激な改革を避けながらも，同王朝の

基礎を固めた。前漢は ②第７代皇帝武帝の時代に全盛期となったが，軍事費の

増大で財政が窮乏した。そのため彼の死後に国力が衰退し，外戚の王莽の新によっ

て一時政権を奪われた。赤眉の乱で新が滅亡すると，劉秀はこの乱を平定して

後漢を建てた。後漢は豪族の連合政権として安定していたが，２世紀には外戚や

宦官，官僚による政権争いが繰り返された。その結果，同世紀末に起こった③黄巾

の乱により中央の政治は乱れ，群雄が割拠する中で後漢は滅亡した。

問 １　下線部①について，始皇帝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。 １

ａ　円形方孔の五銖銭を統一通貨とし，その他の貨幣の使用を禁止した。

ｂ　李斯の進言により，焚書・坑儒という思想統制策を実施した。

　ａ―正　　ｂ―正

　ａ―正　　ｂ―誤

　ａ―誤　　ｂ―正

　ａ―誤　　ｂ―誤
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世界史Ｂ

問 ２　下線部②に関連して，武帝の対外政策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

　匈奴を挟撃するために，大月氏に班超を派遣した。

　汗血馬の産地とされた大宛を滅ぼし，多くの駿馬を得た。

　衛氏朝鮮を滅ぼして，敦煌などの朝鮮４郡を設置した。

　秦の官僚だった漢人が建てた真臘を滅ぼして，ベトナム南部まで領域を広

げた。

問 3　下線部③に関連して，この反乱の主力となった民間宗教とその結社について

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

　張角が創始した太平道は華北一帯に広まり，道教の源流の一つとなった。

　張陵が創始した五斗米道は天師道とも呼ばれ，四川地方に拠点を築いた。

　慧遠を始祖とする浄土宗は，阿弥陀仏信仰により極楽浄土への往生を説い

た。

　インドから来た達磨によって開かれた禅宗は，瞑想や坐禅による修行を

行った。
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世界史Ｂ

Ｂ　後漢の滅亡後には ④三国時代となったが，司馬炎がその一国を奪って晋（西晋）

を建て，その後，中国を統一した。その晋も八王の乱などの内部抗争が激しく，

山西で挙兵した匈奴に首都などを奪われて滅亡した。しかし晋の一族の司馬睿が

江南に東晋を建てて以降は，華北では五胡十六国と呼ばれた乱世となり，この混

乱は５世紀前半に ⑤北魏が華北を統一するまで続いた。のちに北魏も内紛によっ

て東西に分裂し，東魏は北斉に，西魏は北周に倒された。他方，江南の東晋の後

には南朝の諸王朝が興亡したが，その一方で ⑥六朝文化も繁栄した。

問 ４　下線部④に関連して，次の地図で示された国とその国の説明文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。 ４

ａ　初代皇帝の曹丕が，官吏任用制度の九品中正を施行した。

ｂ　諸葛亮は参謀として初代皇帝の劉備を支え，死後はその息子を補佐した。

　Ｘ― ａ	 　Ｘ― ｂ

　Ｙ― ａ	 　Ｙ― ｂ
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世界史Ｂ

問 ５　下線部⑤に関連して，この王朝の孝文帝の政策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

　鄭玄を重用して道教に帰依し，廃仏を断行した。

　国家による土地の給付と返還を原則とした，屯田制が施行された。

　５家を隣，５隣を里，５里を党とする，村落制度の三長制が施行された。

　それまでの都の洛陽から平城に遷都し，漢化政策を進めた。

問 6　下線部⑥に関連して，南北朝時代の中国の文化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。 6

　東晋の詩人の謝霊運は「帰去来辞」を書き，六朝第一と評価された。

　梁の昭明太子は，詩文集の『楚辞』を編
へん

纂
さん

した。

　東晋の書家である顧愷之は格調高い書体を確立し，「書聖」と仰がれた。

　北魏の酈
れき

道元が，地理書の『水経注』を著した。
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世界史Ｂ

Ｃ　581年に北周の外戚であった楊堅は隋を建て，589年に南朝を滅ぼして中国を

再統一した。彼は内政に力を注いで科挙を創設するなどして，皇帝権力の確立に

努めた。その子である第２代皇帝の煬帝は大運河の建設に尽力し，北方の政治・

軍事の中心地と江南の経済地帯を結び付けた。しかし隋は３度にわたる ア  

遠征に失敗して国力が衰え，各地で反乱が勃発するなかで唐に政権を奪われた。

唐の国制の基礎は第２代皇帝である イ  によって整備された。国法として

律・令・格・式が定められ，中央官制として ⑦三省六部が設置され，さらに税

制としての租庸調制や兵制として府兵制などが採用された。唐ではこれらの諸制

度が有効に機能することで国力を充実させ，⑧周辺の諸民族にも影響を及ぼすこ

とになった。

問 ７　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。 ７

　ア―高句麗　　イ―太　宗

　ア―高句麗　　イ―高　宗

　ア―百　済　　イ―太　宗

　ア―百　済　　イ―高　宗
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世界史Ｂ

問 ８　下線部⑦について，唐代のこの中央官制の組織の概念図として正しいものを，

次の～のうちから一つ選べ。 ８

　

　

　

　皇　帝 中書省 門下省 尚書省 六　部

問 ９　下線部⑧に関連して，周辺の諸勢力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。 ９

　ウイグルはモンゴル高原を拠点とし，唐の建国時に騎馬軍団で支援した。

　南詔は，ラサに進出したソンツェン=ガンポによって建国された。

　渤海は，大祚栄によって中国東北地方から朝鮮半島北部の地域に建国され

た。

　クメール人はチャンパーを建国し，メコン川下流域の扶南を併合した。

中書省

皇　帝 門下省

尚書省

六　部

中書省

皇　帝 門下省

尚書省 六　部

中書省 門下省
皇　帝

尚書省 六　部
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世界史Ｂ

第 ２問　前10～前５世紀の時期は，都市の勃興や貨幣の登場などを背景にして，
各地で多くの思想家が活躍した「精神革命」の時代と呼ばれる。前６～前５世紀頃

の各地の思想文化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　①古代ギリシアの学問は，前６世紀頃にギリシア本土よりもその植民市で発達

した。特にイオニア地方のミレトスは既成文化にとらわれない気風があり，その

中から自然哲学が現れた。前５世紀後半にギリシアが ②ペルシア戦争に勝利し

た後，アテネをはじめとした各ポリスで民主政治が進展した。民主政治の発展に

ともない，民会での討論に必要とされる弁論・修辞術が重視され，その教授を行

うソフィストが出現した。彼らは相対主義や主観主義の立場から，普遍的・客観

的な真理の存在を否定した。しかしペロポネソス戦争中にアテネの民主政治は衆

愚政治に陥り，そのような政治的混乱に直面した時期に活動したのが，客観的真

理の存在を主張した ③ソクラテスであった。

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。 １0

　クレタ文明の中心のティリンスから，複雑な構造を持つ宮殿跡が発掘され

た。

　ドイツの考古学者ヴェントリスによって，トロイアの遺跡が発掘された。

　各ポリスは重要事項の決定に際して，オリンピアの神託を参考にした。

　ポリスの中心部の広場であるアゴラでは交易が行われ，集会が開かれた。
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世界史Ｂ

問 ２　下線部②について，この戦争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。 １１

　マラトンの戦いで，クレイステネス率いるアテネ重装歩兵軍がペルシア軍

を破った。

　プラタイアの戦いで，スパルタ軍がペルシア軍に敗北して全滅した。

　サラミスの海戦で，ギリシア艦隊がペルシア艦隊を撃破した。

　ペルシアの再侵攻に備えて，アテネを盟主にコリントス同盟が結成された。

問 3　下線部③に関連して，彼の後継の哲学者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。 １２

ａ　プラトンは，不変の観念の単性論や，哲学者による「哲人政治」を主張した。

ｂ　アリストテレスは諸学を体系的に集大成し，「万学の祖」と称された。

　ａ―正　　ｂ―正

　ａ―正　　ｂ―誤

　ａ―誤　　ｂ―正

　ａ―誤　　ｂ―誤
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世界史Ｂ

Ｂ　インドでは ④インダス文明の衰退後に続くヴェーダ時代が終わると，政治・

経済の中心がガンジス川中・下流域に移動し，前６世紀頃には城壁で囲まれた都

市国家が誕生した。それらの中からコーサラ国，次いでマガダ国が有力となり，

そのような都市国家で勢力を伸張させたクシャトリヤやヴァイシャの支持を受け

て新たな宗教が生まれた。仏教はシャカ族の王子ガウタマ=シッダールタによっ

て創始され，無常観に立ち，生老病死の苦から逃れる解脱の道を説いた。また同

時期には，ヴァルダマーナを始祖とする ⑤ジャイナ教も出現した。その後，仏教

は部派仏教や大乗仏教などに分裂しながらも，⑥古代インドの諸王朝の保護を受

けて，当時の社会に大きな影響を及ぼした。

問 ４　下線部④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。 １3

　この文明は，インドの先住民であるアーリヤ人によって築かれたとされる。

　この文明は計画性のある都市文明であるが，大規模な宮殿や陵墓はない。

　インダス川中流域のプルシャプラは，この文明の代表的な遺跡の一つであ

る。

　インダス文字が解読されたことで，文明の詳細が明らかになりつつある。

21クマS　地歴公民・理科.indb   12 2020/11/17   18:14:09



─   13   ─

世界史Ｂ

問 ５　下線部⑤について，次の文章はジャイナ教の特色について述べたものであ

る。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。 １４

　ジャイナ教は，仏教と同様に ア  の祭式やヴェーダ聖典の権威を否定し

た。また，真理は相対的であるとし，断食などの苦行を重視し， イ  を強

調した。

　ア―バラモン教　　イ―不殺生主義

　ア―バラモン教　　イ―菩薩信仰

　ア―ミトラ教　　　イ―不殺生主義

　ア―ミトラ教　　　イ―菩薩信仰

問 6　下線部⑥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

　マウリヤ朝のアショーカ王によって，仏教のパンジャーブ布教が行われた。

　クシャーナ朝のカニシカ王の時代に，アマルナ美術が発達した。

　カーリダーサは，グプタ朝のチャンドラグプタ２世の宮廷詩人であった。

　ヴァルダナ朝のハルシャ王は，唐僧の義浄を厚遇した。
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世界史Ｂ

Ｃ　古代中国では黄河文明などの農耕文明から始まり，⑦王朝国家の成立を経て，

前 770年からは春秋・戦国時代という分裂の時代となった。そのような春秋末期

に現れて理想的道徳として「仁」を説いた ア  の説は，その門弟たちが収録

した『論語』によって知ることができる。この学派は儒家と呼ばれているが，や

がて戦国時代になると性善説を唱えた イ  や戦国時代末期には性悪説を唱

えた ウ  が現れて，その思想体系を発展させた。その一方で，儒家を批判

する立場を採る者も現れた。そのような立場の者で一般に墨家と呼ばれた学派は，

身分を問わず賢者を登用することや葬礼などの簡略化を唱えた。また，⑧道家は

宇宙の原理・根本としての道を求め，民間信仰と結び付いて中国の思想界に大き

な影響を与えた。

問 ７　文章中の空欄 ア  ～ ウ  に入れる人物の組合せとして正しいもの

を，次の～のうちから一つ選べ。 １6

　ア―孔　子　　イ―孟　子　　ウ―荀　子

　ア―孔　子　　イ―荀　子　　ウ―孟　子

　ア―孟　子　　イ―孔　子　　ウ―荀　子

　ア―孟　子　　イ―荀　子　　ウ―孔　子

　ア―荀　子　　イ―孔　子　　ウ―孟　子

　ア―荀　子　　イ―孟　子　　ウ―孔　子
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世界史Ｂ

問 ８　下線部⑦に関連して，中国の古代国家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。 １７

　殷は確認できる最古の王朝で，王による神権政治が行われた。

　西周では，周王や諸侯に卿・大夫・士と呼ばれた家臣がいた。

　東周では，「尊王攘夷」という思想が生まれた。

　戦国時代の秦は，桓公の改革によって強大となった。

問 ９　下線部⑧について，この学派の思想を表す語として正しいものを，次の～

のうちから一つ選べ。 １８

　非攻・兼愛

　陰陽五行

　無為自然

　禅譲・放伐
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─   16   ─

世界史Ｂ

第 3問　中世のヨーロッパでは民族大移動後の長期間の混乱期を経て，封建的主
従関係と荘園というしくみを有した封建社会を形成した。この時期のヨーロッパに

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　①フランク王国のカールの戴冠による「西ローマ帝国」の復活以後，ローマ=

カトリック教会はしだいに西ヨーロッパに宗教的な権威を確立していった。②教

皇は聖職者の任命権を世俗の支配者から教会側に移行させるために尽力し，さら

に11世紀末からは ③十字軍を提唱して国王・諸侯・騎士などを動かすに至った。

そのため教皇の権威は13世紀前半には圧倒的なものとなり，「教皇は太陽であり，

皇帝は月である」と言われる状況となった。

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

　クローヴィスが，ゲルマン諸王の中で初めてアリウス派に改宗した。

　宮宰のカール=マルテルが，トゥール・ポワティエ間の戦いでイスラーム

軍を撃退した。

　ピピンがランゴバルド王国を攻撃して，パンノニアを教皇に寄進した。

　カール大帝が，中部ヨーロッパにいたブルガール人を討伐した。
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─   17   ─

世界史Ｂ

問 ２　下線部②に関連して，中世ヨーロッパの教会勢力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。 ２0

　フランス中東部のモンテ=カシノ修道院が，教会改革運動の中心となった。

　教皇グレゴリウス７世が，神聖ローマ皇帝カール４世を破門した。

　聖職叙任権をめぐる叙任権闘争は，ヴォルムス協約によって終息した。

　教皇インノケンティウス３世は，フランス王ルイ９世を臣従させた。

問 3　下線部③について，次の年表に示したａ～ｄの時期のうち，第４回十字軍が

コンスタンティノープルを占領してラテン帝国を建国した時期として正しいも

のを，下の～のうちから一つ選べ。 ２１

ａ

1130年　両シチリア王国の成立

b

1190年　ドイツ騎士団の成立

ｃ

1241年　ワールシュタットの戦い

ｄ

　ａ 　ｂ 　ｃ 　ｄ
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─   18   ─

世界史Ｂ

Ｂ　十字軍の失敗後，④各国で王権が伸張すると，教皇の権威も衰えをみせるよう

になった。国内の統合に熱心であったフランス王フィリップ４世は，フランスの

教会関係者をローマから統制する教皇に反発し，アナーニ事件を起こした。さら

に彼は ⑤教皇庁をアヴィニョンに移して自己の影響下に置いた。⑥14世紀後半

に教皇庁がローマに戻ると，教皇がローマとアヴィニョンの両方に立ち，その

後，イギリス・ドイツも介入したことで３名の教皇が並び立って，それぞれに正

統性を主張する事態となった。このような状況は教会大分裂（大シスマ）と呼ばれ，

普遍性を強調するローマ教皇の権威を著しく低下させることになった。

問 ４　下線部④に関連して，中世ヨーロッパの君主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。 ２２

　ユスティニアヌス１世は，ヴァンダル王国と西ゴート王国を滅ぼした。

　クヌートは，イングランドを征服してデーン朝を開いた。

　シャルル７世は，マルグレーテのオルレアン解放により正式に戴冠した。

　イサベルは国土回復運動を完成させ，バルボアの航海を援助した。
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─   19   ─

世界史Ｂ

問 ５　下線部⑤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。 ２3

ａ　この時アヴィニョンに移されたのは，ボニファティウス８世である。

ｂ　『旧約聖書』のヘブライ人の故事にちなんで，「教皇のバビロン捕囚」と呼ば

れた。

　ａ―正　　ｂ―正

　ａ―正　　ｂ―誤

　ａ―誤　　ｂ―正

　ａ―誤　　ｂ―誤

問 6　下線部⑥に関連して，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。 ２４

　フランス北部一帯で，ジャックリーの乱という農民反乱が発生した。

　アンカラの戦いで，ティムール軍がオスマン帝国軍を破った。

　バーブルがパーニーパットの戦いでロディー朝軍を破って，ムガル帝国を

建てた。

　イスラーム国家のマタラム王国が，ジャワ島の中部から東部にかけて成立

した。
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─   20   ─

世界史Ｂ

Ｃ　⑦中世ヨーロッパの文化において，注目に値するのは神学と哲学である。当時

の神学者は信仰と理性，神学と哲学の調和に尽力し，キリスト教世界の二大中心

である教皇権と皇帝権の関係を考察して豊かな ⑧政治思想を展開させた。中世

の神学と哲学の歴史は８世紀の ア  に始まり，13世紀にはトマス=アクィ

ナスがアリストテレス哲学を受容して壮大なスコラ学を大成させた。しかし，13

世紀末から14世紀前半にかけて活動したウィリアム=オブ=オッカムは唯名論を

唱えて普遍性を否定し，スコラ学の体系を崩し始めた。

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。 ２５

　アルクイン

　アベラール

　アンセルムス

　ドミニコ
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─   21   ─

世界史Ｂ

問 ８　下線部⑦に関連して，中世のヨーロッパの大学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。 ２6

　大学は，帝国都市の付属学校に起源を持つ高等教育機関である。

　教養課程の自由７科の中で，算術・幾何学・天文学は初級３学科と呼ば

れた。

　イタリア北部に設立されたサレルノ大学は，ローマ法の研究で有名であっ

た。

　歴代国王や教皇の保護下で，パリ大学の神学部は中世神学の最高権威で

あった。

問 ９　下線部⑧に関連して，この時期の標語・言葉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。 ２７

　「アダムが耕しイヴが紡いだ時，誰が貴族であったか」は，ウィクリフの

平等思想を表している。

　「祈り，働け」は，ベネディクト修道会における生活原則である。

　「都市の空気は自由にする」は，農奴の自由身分の獲得を表したものである。

　「タタールのくびき」は，キプチャク=ハン国によるロシア諸侯の支配を例

えたものである。
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─   22   ─

世界史Ｂ

第 ４問　欧米の諸地域では市民革命と産業革命という「二重革命」が進行する過程
で，近代市民社会の形成が促された。17～19世紀のイギリス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　イギリスでは17世紀の①イギリス革命によって独占や特権が廃止されたので，

商業の発展によりヨーロッパの先頭に立ち，17世紀には②オランダ，18世紀に

はフランスを破って広大な海外市場を獲得した。この間に，毛織物工業と交易に

よる資本の蓄積や，農業革命による労働力の確保があったほか，豊かな資源の存

在や 17世紀以来の自然科学と技術の進歩も目覚ましかった。これらの様々な条

件が重なって，イギリスでは世界に先駆けて 18世紀後半に③産業革命が起こっ

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

　ジェームズ１世は社会契約説を主張して，議会と対立した。

　チャールズ１世は権利の請願を受諾したが，翌年に議会を解散した。

　チャールズ２世のカトリック政策に対抗して，議会は航海法を制定した。

　ジェームズ２世は議会が可決した権利の宣言に反発して，フランスに亡命

した。
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─   23   ─

世界史Ｂ

問 ２　下線部②に関連して，16～17世紀のオランダ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。 ２９

　スペイン国王カルロス１世によるカトリック強制が，オランダ独立戦争を

誘発した。

　北部７州はカルマル同盟を結成して，独立戦争を継続した。

　オラニエ公ウィレムが，ネーデルラント連邦共和国の初代総督となった。

　オランダの独立は，ラシュタット条約で国際的に承認された。

問 3　下線部③に関連して，イギリスの綿工業の発展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。 30

ａ　アークライトによって，水力紡績機が発明された。

ｂ　カートライトによって，力織機が発明された。

ｃ　ジョン=ケイによって，飛び杼
ひ

（梭）が発明された。

　ａ	→ ｂ	→ ｃ

　ａ → ｃ → ｂ

　ｂ → ａ → ｃ

　ｂ → ｃ → ａ

　ｃ → ａ → ｂ

　ｃ → ｂ → ａ
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─   24   ─

世界史Ｂ

Ｂ　イギリスでは ④産業革命期に社会構造が大きく変化したにもかかわらず，選

挙資格などはかつてのままであった。そこで19世紀前半にホイッグ党内閣によっ

て，⑤第１回選挙法改正が実施された。しかし，この改正で選挙権を獲得できな

かった人々は普通選挙の施行などからなる人民憲章を掲げて，チャーティスト運

動を起こした。その一方で，1801年の併合以来，公職から締め出されていたア

イルランドのカトリック教徒は，カトリック教徒解放法によって初めて公職就任

を認められた。また，⑥経済的な自由主義も進展したものの社会問題も深刻化し，

工場法が制定されて労働条件に法的規制が加えられるようになった。

問 ４　下線部④に関連して，この時期のイギリスの社会の状況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

　第２次囲い込みは非合法に行われたので，農民の浮浪化などが問題となっ

た。

　穀物の需要増大に応じて，ノーフォーク農法が開発された。

　マンチェスター産の木綿の輸出で，海港都市のバーミンガムが繁栄した。

　機械制工場では，女性や子どもは非効率な労働力として大量解雇された。
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─   25   ─

世界史Ｂ

問 ５　下線部⑤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。 3２

ａ　この改正で，都市の工業労働者に選挙権が拡大された。

ｂ　この改正で，不公平な選挙区である腐敗選挙区が廃止された。

　ａ―正　　ｂ―正

　ａ―正　　ｂ―誤

　ａ―誤　　ｂ―正

　ａ―誤　　ｂ―誤

問 6　下線部⑥に関連して，19世紀前半に制定された穀物法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。 33

　この法律は，ナポレオンの大陸封鎖令に対抗して制定された。

　この法律は地主などを保護するため，輸入穀物に高関税を課した。

　産業資本家層は，自国の食料自給率向上の観点からこの法律を支持した。

　この法律は，クロムウェルやブライトらの運動で廃止された。
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─   26   ─

世界史Ｂ

Ｃ　ヨーロッパでは，自由主義が進展するなかで，資本主義の生み出す様々な矛盾

を解消し，平等・公正・友愛に基づいた社会を実現しようとする ⑦社会主義思想

が現れ，19世紀後半にはこの思想を唱えた社会主義者や労働者による運動が

広まった。 その一方でイギリスは，ヨーロッパでは自由貿易政策を推進しなが

ら，アジア・アフリカではしだいに植民地を拡大していった。例えば，インドで

は ⑧プラッシーの戦いの勝利後，次々と征服を進め，1877年には英領インド帝

国を成立させた。また，インドへのロシアの進出を妨げるために，アフガニスタ

ン方面にも進出した。他方，⑨中国の清に対しては，様々な戦争や条約などを通

じて，しだいにイギリスの政治的・経済的権益を獲得していった。

問 ７　下線部⑦に関連して，社会主義運動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。 3４

　フーリエは渡米して共産社会のニューハーモニーの設立を試みたが，失敗

した。

　マルクスとエンゲルスは『共産党宣言』を発表し，労働者に団結を呼び掛

けた。

　プルードンは，フランスの二月革命後の臨時政府で国立作業場の設置など

を推進した。

　カヴールは，ドイツで社会主義者鎮圧法を制定し，社会主義的な政党など

の活動を禁じた。
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─   27   ─

世界史Ｂ

問 ８　下線部⑧に関連して，イギリスが征服した勢力の名称と，その位置を示す次

の地図中のａ～ｃ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。 3５

　マラーター同盟（王国）―ａ　　シク王国― b　　マイソール王国―ｃ

　マラーター同盟（王国）―ａ　　マイソール王国―ｂ　　シク王国―ｃ

　マイソール王国―ａ　　マラーター同盟（王国）―ｂ　　シク王国―ｃ

　マイソール王国―ａ　　シク王国―ｂ　　マラーター同盟（王国）―ｃ

　シク王国―ａ　　マイソール王国―ｂ　　マラーター同盟（王国）―ｃ

　シク王国―ａ　　マラーター同盟（王国）―ｂ　　マイソール王国―ｃ
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─   28   ─

世界史Ｂ

問 ９　下線部⑨に関連して， 18世紀末～19世紀のイギリスと清の間の出来事につ

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。  36

　貿易関係の改善を求めて，外交官のクライブが派遣された。

　アヘン戦争後の黄埔条約で，香港島が割譲された。

　アロー戦争後の北京条約で，九竜半島南部が割譲された。

　軍人のムラヴィヨフを指揮官とする常勝軍が，太平天国軍と戦った。
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─   29   ─

世界史Ｂ

（下　書　き　用　紙）
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