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選択問題 問題冊子 

 

 

【注意事項】 

1. この問題冊子は「日本史 B」「世界史 B」「現代社会」「数学」

の順にとじられているが、試験開始の合図があるまで、問題

用紙は開かないこと。 

2. 「始め」の合図とともに、4科目中より 1科目を選択し、そ

の科目の解答用紙の所定欄に、受験番号と氏名を記入するこ

と。 



日本史 B 問題用紙 

 

Ⅰ 次の文章を読んで、下の問いに答えよ。 

6 世紀のヤマト政権は、①朝鮮外交や皇位継承問題などで豪族の対立が激しか

ったが、蘇我馬子は 587 年に大連の物部守屋を滅ぼし、最終的に実権を握った。

彼は、対立した崇峻天皇を 592 年に暗殺し、敏達天皇の后であった推古天皇を擁

立する。この女帝のもとで皇太子として摂政するのが厩戸王（聖徳太子）であり、

②国際的緊張のもとで彼らが協力して国家組織の形成を進めた。 

 この時代には、冠位十二階制定（603 年）、③憲法十七条制定（604 年）、国史

（天皇記・国記）編纂、仏教の奨励など様々な新政策が実施されるが、その目的

は天皇中心の中央集権国家体制の樹立にあった。 

 また、この時代の文化は、日本最初の仏教文化である飛鳥文化が開花する。飛

鳥文化は、渡来人の活躍もあって④百済や高句麗、そして⑤中国の南北朝時代の

文化の影響を多く受け、当時の西アジア・インド・ギリシアともつながる特徴を

もった。⑥蘇我氏の仏教帰依、厩戸王（聖徳太子）の保護奨励により、本格的な

寺院も建立され始めた。⑦世界最古の木造建築といわれる法隆寺もその一つとさ

れる。 

 

問１ 下線部①に関して、朝鮮半島への政策をめぐり勢力を失った人物は誰か。

正しいものを次の１～４の中から選べ。 

１．大友家持 

２．大伴金村 

３．大伴旅人 

４．大伴安麻呂 

 

問２ 下線部②に関して、589 年に中国で南北朝が統一され、高句麗などの周辺

地域に進出し始めると、東アジアは激動の時代を迎えることとなる。南北朝を統

一した当時の中国王朝を漢字一文字で答えよ。 

 

 



問３ 下線部③に関して、次の憲法十七条の史料を読み、以下の（１）（２）の

設問に答えよ。 

一に曰く、和を以て貴しとなし、忤ふること無きを宗とせよ。 

二に曰く、篤く A を敬へ。 

三に曰く、 B を承りては必ず謹め。君をば則ち天とす、臣をば則ち地とす。 

十二に曰く、国司・国造、百姓に斂めとることなかれ。国に二の君なく、民に両

の主なし。率土の C 、王を以て主とす。 

（『日本書紀』、原漢文） 

 

（１）史料文中の A から C に入る語句を、下記のア～クの中から選べ。 

ア．三宝 イ．天皇 ウ．詔 エ．民衆 オ．律令 カ．兆民  

キ．町民 ク．勅諭 

 

（２）波線部の一文を現代語訳（通釈）せよ。 

 

問４ 下線部④に関して、百済の僧観勒が伝えたとされるものを、次の１～４の

中から選べ。 

１．紙の技法 

２．墨の技法 

３．算法 

４．暦法 

 

問５ 下線部⑤に関して、中国南北朝の北魏様式を受容した鞍作鳥の作といわれ

る金銅像の名称について、正しいものを次の１～４の中から選べ。 

１．中宮寺半跏思惟像 

２．法隆寺金堂釈迦三尊像 

３．広隆寺半跏思惟像 

４．薬師寺金堂薬師三尊像 

 

 



問６ 下線部⑥に関して、蘇我氏が 596 年に完成させた寺を次の１～４の中か

ら選べ。 

１．斑鳩寺 

２．百済大寺 

３．四天王寺 

４．飛鳥寺 

 

問７ 下線部⑦に関して、法隆寺の創建については、『日本書紀』の 670 年の法

隆寺焼失の記事をめぐり、明治以来再建・非再建の論争があったが、1939 年（昭

和 14 年）に現在の法隆寺の東南部にある遺構の発掘により、非再建説が有力と

なった。この遺構を次の１～４の中から選べ。 

１．太子殿 

２．伝法堂 

３．若草伽藍 

４．大宝蔵殿 

 

Ⅱ 次の文章を読んで、下の問いに答えよ。 

 1467 年（応仁元年）、戦国時代の幕開けとなる①応仁の乱が始まった。この争

乱により、有力守護が在京して幕政に参加する幕府の体制は崩壊した。 

 守護大名が京都で戦いを繰り返していた頃、守護大名の領国では、在国して戦

った守護代や有力国人が力をのばし、領国支配の実権はしだいに彼らにうつって

いった。 

 1485 年（文明 17 年）の②山城の国一揆では、山城の住民の支持を得て、8 年

間にわたり一揆の自治的支配を実現した。このように、③下のものの力が上のも

のの勢力をしのいでいく現象がこの時代の特徴であった。 

 1488 年（長享 2 年）の加賀の一向一揆もその現れであった。一向一揆とは、

領国支配を強化しようとする④守護大名に対して、⑤浄土真宗の本願寺門徒を中

心とする人々が起こした一揆である。加賀の一向一揆は、蓮如（兼寿）の布教に

よって近畿・東海・北陸に広まった本願寺の勢力を背景とし、加賀の門徒が国人

と手を結び、当地の守護大名を倒したもので、⑥以後一揆勢力による国内支配が

1 世紀にわたって続いたことで注目される。 



問１ 下線部①に関して、守護大名はそれぞれ細川方（東軍）と山名方（西軍）

の両軍にわかれて戦ったが、山名方（西軍）についた有力大名について正しくな

いものを次の１～４の中から選べ。 

１．大内氏 

２．一色氏 

３．六角氏 

４．京極氏 

 

問２ 下線部②に関して、以下の史料文中の波線部「両陣」とは誰と誰の陣のこ

とか、正しいものを次の１～４の中から選べ。 

（文明十七年十二月十一日）今日山城国人集会す。上は六十歳、下は十五六歳と

云々。同じく一国中の土民等群衆す。今度両陣の時宜を申し定めんがための故と

云々。 

（『大乗院寺社雑事記』、原漢文） 

１．斯波義廉と義敏 

２．畠山持国と持富 

３．畠山義就と政長 

４．足利義視と義尚 

 

問３ 下線部③に関して、この現象のことを漢字三文字で答えよ。 

 

問４ 下線部④に関して、当時の加賀国の守護大名として、正しいものを次の１

～４の中から選べ。 

１．富樫政親 

２．富樫泰高 

３．富樫幸千代 

４．冨樫義博 

 

 

 



問５ 下線部⑤の浄土真宗について、以下の（１）～（３）の設問に答えよ。 

（１）浄土真宗は鎌倉時代の親鸞を宗祖とする仏教であるが、親鸞の弟子ではな

い人物を次の１～４の中から選べ。 

１．順信   ２．唯円   ３．如信   ４．覚如 

 

（２）下記の史料文は、『歎異抄』第三条である。下記の史料文中の空欄 A か

ら C に入る語句について正しいものを、史料下の選択肢の中から選べ。 

「善人なをもちて往生をとぐ、いはんや悪人をや。しかるを、世のひとつねにい

はく、『悪人なを往生す、いかにいはんや善人をや』と。この条、一旦そのいは

れあるににたれども、 A の意趣にそむけり。そのゆへは、自力作善の人は、

ひとへに他力をたのむこゝろかけたるあひだ、弥陀の本願にあらず。しかれども、

自力のこゝろをひるがへして、他力をたのみたてまつれば、真実報土の往生をと

ぐるなり。 B のわれらは、いづれの行にても生死をはなるゝことあるべから

ざるを哀たまひて、願ををこしたまふ本意、悪人成仏のためなれば、他力をたの

みたてまつる悪人、もとも往生の C なり。よりて善人だにこそ往生すれ、ま

して悪人は」と仰さふらひき。 

（『歎異抄』） 

ア．因果 イ．薬師如来 ウ．正因 エ．本願他力 オ．無常  

カ．煩悩具足 キ．本願自力 ク．七重宝寿 

 

（３）ここで説かれる「悪人正機」とはどのような教えか、上記（２）の史料を

参考に説明せよ（最大８０文字まで）。 

 

問 6 下線部⑥に関して、この支配体制はある戦国大名の軍勢による攻撃で制圧

されるまで続いていく。その戦国大名として正しいものを次の１～４の中から選

べ。 

１．今川義元 

２．武田信玄 

３．織田信長 

４．朝倉義景 



Ⅲ 次の文章を読んで、下の問いに答えよ。 

 朝鮮をめぐる日露の対立が決定的になると、1904 年（明治 37 年）2 月、両国

はたがいに宣戦を布告し、日露戦争が勃発する。日本は、ロシアの満州占領に反

対するアメリカ・①イギリス両国の経済的支援を得て、戦局を有利に展開した。 

 日露戦争は②日本海海戦、奉天会戦の勝利にもかかわらずロシア軍に決定的な

打撃を与えることができず、③日本軍の最も望まない長期戦の様相を帯びてきた。

しかし、長期戦は日本の国力の許すところではなく、ロシアも国内で革命運動が

おこって戦争継続が困難となったため、アメリカ大統領セオドア＝ローズヴェル

トの斡旋によって、1905 年（明治 38 年）9月、アメリカのポーツマスで日本全

権小村寿太郎とロシア全権ウィッテは④ポーツマス条約に調印した。しかし、⑤

国民はこの講和条約に不満を爆発させ、講和条約調印の日に開かれた⑥講和反対

国民大会は暴動化した。 

 

問１ 下線部①について、当該期の日本とイギリスの関係は、ロシアの満州占領

継続に対抗するという日英の利害の一致があり、1902 年（明治 35年）に日英同

盟協約が締結される。この同盟の終了が同意された時期として正しいものを次の

１～４の中から選べ。 

1. 1921 年のワシントン会議での四カ国条約締結時 

2. 1921 年のワシントン会議での九カ国条約締結時 

3. 1927 年のジュネーブ会議時 

4. 1928 年の不戦条約時 

 

問２ 下線部②に関して、日本海海戦で日本の連合艦隊が全滅させたロシアの艦

隊名として、正しいものを次の１～４の中から選べ。 

１．旅順艦隊 

２．黒海艦隊 

３．バルチック艦隊 

４．北方艦隊 

 

 

 



問３ 下線部③に関して、日露戦争から約 30 年後に勃発した日中戦争は泥沼の

ような長期戦となった。その長期戦化に対処するため、国力を最高度に発揮でき

るよう、人的・物的資源を統制運用する目的で 1938 年（昭和 13 年）に交付され

た法律を何というか。漢字六文字で答えよ。 

 

問４ 下線部④に関して、以下の史料はポーツマス条約の第五条、第六条、第九

条である。この内容について以下の（１）～（３）の問いに答えよ。 

第五条 露西亜帝国政府ハ清国政府ノ承諾ヲ以テ、a旅順口、大連並其ノ附近ノ

領土及領水ノ租借権及該租借権ニ関連シ又ハ其ノ一部ヲ組成スル一切ノ権利、特

権及譲与ヲ日本帝国政府ニ移転譲渡ス・・・ 

第六条 露西亜帝国政府ハ b長春（寛城子）旅順口間ノ鉄道及其ノ一切ノ支線並

同地方ニ於テ之ニ附属スル一切ノ権利、特権及財産及同地方ニ於テ該鉄道ニ属シ

又ハ其ノ利益ノ為メニ経営セラルル一切ノ炭坑ヲ、補償ヲ受クルコトナク且清国

政府ノ承諾ヲ以テ日本帝国政府ニ移転譲渡スヘキコトヲ約ス・・・ 

第九条 露西亜帝国政府ハ薩哈嗹島南部及其ノ附近ニ於ケル一切ノ島嶼並該地

方ニ於ケル一切ノ公共営造物及財産ヲ完全ナル主権ト共ニ永遠日本帝国政府ニ

譲与ス、其ノ譲与地域ノ北方境界ハ北緯五十度ト定ム・・・ 

（『日本外交年表竝主要文書』） 

  

（１）波線部 aの権利は、日露戦争後のロシアおよび清国との条約により、1923

年（大正 12年）に満了することになっていた。この租借期限の 99ヶ年延長を認

めさせた日本側の要求のことを何というか。 

 

（２）波線部 b を経営するために設立された会社として正しいものを次の１～４

の中から選べ。 

1. 長春旅順株式会社 

2. 南満州鉄道株式会社 

3. 東洋拓殖会社 

4. 日本鉄道会社 

 



（３）ポーツマス条約で日本に割譲された領土（場所）を、上記史料を参照して

答えよ。 

 

問５ 下線部⑤に関して、国民の不満が爆発した理由の一つとして、日清戦争の

講和条約で得られたものが、日露戦争の講和条約では得られなかったことがあげ

られる。それを漢字三文字で答えよ。 

 

問６ 下線部⑥に関して、暴動化した事件を何というか、正しいものを次の１～

４の中から選べ。 

１．満州某重大事件 

２．東京日日焼き打ち事件 

３．丸の内焼き打ち事件 

４．日比谷焼き打ち事件 



世界史 B 問題用紙 

 

Ⅰ 次の文章を読み、以下の設問に答えよ。 

 17 世紀後半から 18 世紀前半にかけて、各地で在位期間の長い皇帝や王が登場した。

中国では、清朝第 4代の康熙帝が中国支配を確たるものにしていった。清は（ ア ）の

乱による明の滅亡に乗じ、明の武将（ イ ）の先導で北京を占拠して、建国後わずか 30

年ほどで中国を支配する王朝となった。康熙帝は1661年に 8歳で即位し、14歳で親政

を始め、1722 年に没するまで 61 年間統治した。（ イ ）ら明の遺臣や王族が起こした

三藩の乱を鎮圧して中国全土を統一し、さらに⒜台湾で抵抗していた明の遺臣（ ウ ）

一族を降伏させて台湾を領土に加えた。1689年には南下していた⒝ロシアと戦い、ネル

チンスク条約を締結して国境を確定し、さらにモンゴルのジュンガル部、⒞チベットも

勢力下に置いた。また、⒟康熙帝は中国文化を尊重して大規模な編纂事業をおこない、

⒠イエズス会宣教師を技術者として登用して西洋の学問も吸収しようとした。その様子

は『皇輿全覧図』の協力者である【 A 】がフランス王ルイ 14世に献上した『康熙帝伝』

によく表れている。 

 そのフランス王ルイ 14世もまた 1643年に４歳で即位し、宰相【 B 】の死後 22歳

から親政を始め、1715年まで 72年間在位した。⒡1648年におこった貴族による【 C 】

の乱が鎮圧され、これを機に王権が強化された。ルイ14世は、【 D 】を登用し、重商

主義政策を展開して国内産業を保護し、新大陸やインドでの海外植民地経営に乗り出し

て貿易を拡大させるなどして国庫を潤した。ところが⒢ヴェルサイユ宮殿の造営とそこ

で営まれた華やかな宮廷生活、さらに領土拡張を図って行われた度重なる侵略戦争は次

第にその富を消耗させ、加えて 1685 年のナントの王令の廃止により、国内産業の発展

が遅れ、彼の晩年には国家財政は破綻しかかっていた。 

 フランスがインド進出を遂げた頃、北インドを支配していたムガル帝国のアウラング

ゼーブ帝は南進し、最大領土を形成していく。1658年に⒣シャー＝ジャハーンの息子た

ちによる皇位継承戦争に勝利して 40 歳で即位したアウラングゼーブは、イスラームへ

の深い信仰から、他宗教に対しての融和的な政策を転換させた。そのため各地で反乱が

起こり、特に西デカンのマラーター王国やパンジャーブの【 E 】教徒の反抗が激しく、

デカン遠征中の 1707 年にアウラングゼーブ帝が 89 歳で没すると帝国は瞬く間に混乱

し、イギリスやフランスによる植民地支配が加速していった。 

 



問 1. 文中の（ ア ）〜（ ウ ）に当てはまる人物をそれぞれ選び、番号で答えよ。 

1. 林則徐    2. 鄭成功   3. 李成桂   4. 呉三桂    5. 李舜臣 

6. 阮福映     7. 王安石    8. 朱元璋   9. 李鴻章     10. 李元昊 

11. 李自成     12. 鄭和     

 

問 2. 文中の【 A 】〜【 E 】に当てはまる最も適当な語句をそれぞれ選び、番号で答

えよ。 

1. ダランベール   2. プガチョフ   3. カスティリオーネ    4. リシュリュー 

5. チオンピ   6. シク    7. ケネー   8. マテオ＝リッチ  9. コルベール 

10. マザラン      11. ブーヴェ     12. ディドロ     13. フロンド     

14. ジャイナ  15. アダム＝シャール   16. ジャックリー 17. ゾロアスター  

 

問３. 下線部⒜について、この人物が 1661 年に台湾から駆逐した国を次から選び、番

号で答えよ。 

1. オランダ   2. イギリス   3. スペイン   4. ポルトガル 

 

問４．下線部⒝について、当時のロシア皇帝の名前を答えよ。 

 

問５．下線部⒞について、政治・宗教で権力を持っていたチベット仏教の教主をなんと

呼ぶか答えよ。 

 

問６．下線部⒟について、その成果として適当なものを次から選び、番号で答えよ。 

1.『四庫全書』  2.『古今図書集成』  3.『本草綱目』  4.『大義覚迷録』 

 

問７．下線部⒠について、誤っているものを選び、番号で答えよ。 

1. イグナティウス＝ロヨラのもと、軍隊的秩序で統制された組織であった。 

2. 宣教師の派遣と布教は、ヨーロッパの植民活動と密接なつながりを持っていた。 

3. 教育を重視し、各地に学校を設立して会員に最新の学問を与えた。 

4. 教皇の権威を認めず、聖職者の特権を否定する万人司祭主義を唱えた。 

 

問８．下線部⒡について、同年に締結された三十年戦争の講和条約を答えよ。 

 



問９．下線部⒢について、誤っているものを選び、番号で答えよ。 

1. 豪壮・華麗を特徴とするバロック形式の建築である。 

2. ナポレオン退位後の混乱を収拾するための会議が開かれた。 

3. ドイツ皇帝ヴィルヘルム１世の即位式が行われた。 

4. 第一次世界大戦後の連合国とドイツとの間の講和条約が結ばれた。 

 

問 10. 下線部⒣について彼の皇妃のための墓廟で、インド＝イスラーム建築の代表とさ

れる建築物を答えよ。 

 

 

Ⅱ 次の文章を読み、以下の設問に答えよ。 

 博物館は、人類の遺産とその環境を収集、保存、研究、展示、教育普及する公衆に開

かれた非営利機関である。博物館という言葉は、福沢諭吉が『西洋事情』のなかで「ミ

ュジエム」（＝ミュージアム）を紹介する項目で用いて一般化した。そしてミュージアム

は、⒜ヘレニズム時代に学問研究や教育を行っていた（ ア ）に由来するものである。 

 ヨーロッパの博物館コレクションは、王侯・貴族のコレクションを基礎としたところ

が多い。例えば、フィレンツェのウフィツィ博物館は、権勢を振るった【 A 】家のコ

レクション、サンクト＝ペテルブルクのエルミタージュ美術館は、【 B 】家の⒝エカチ

ェリーナ２世のコレクション、そしてウィーン美術史美術館は【 C 】家のコレクショ

ンが基礎になっている。これらの王室コレクションは国の威信を示す外交道具にもなっ

た。一方で⒞17〜18世紀には自然や社会の法則を見出すために集められたものもある。

こうした私的コレクションを来客に見せるために珍品陳列室などが作られ、これが近代

博物館の先駆となった。 

 近代博物館の成立の背景には、⒟フランスの啓蒙主義やイギリスの経験論を経て形成

された公共という意識がある。1753年の大英博物館法には、公衆の一般利用と便宜のた

めという理念が掲げられた。またフランス革命を経て 1793 年にオープンしたルーブル

美術館は、王族と特権階級が独占したコレクションを市民が共有すべき財産として広く

一般市民に公開し、公共財として管理していくようになった。一方でこれらの博物館は、

軍事遠征地や植民地からの収奪品、違法な持ち出し品も多数収蔵され、これらをめぐる

文化財返還問題が起こっている。例えば、大英博物館にある『エルギン・マーブル』は

⒠アテネのパルテノン神殿を飾った彫刻を剥ぎ取ったものであり、ギリシアが返還を求

めている。またベルリンの新博物館所蔵の⒡『ネフェルティティの胸像』をめぐっては



エジプトが100年近く前から返還を要求している。 

 博物館の収蔵品は、戦争が起こると収奪と戦禍を免れるために移動させられることが

ある。北京の故宮博物院では⒢日本軍の進出による戦禍から守るために、（ イ ）を主席

とする国民政府が重要資料を移動させ、さらに国共内戦のさなかに不利となった中華民

国が一級品を台湾に運び出したため、故宮博物院は北京と台北に存在することとなった。

また第二次世界大戦中、ルーブル美術館は⒣「モナ・リザ」をはじめとする収蔵品を移

動し、⒤ナチスの美術品略奪を逃れた。2011年に起こった⒥アラブの春の混乱の中で、

考古学博物館の収蔵品が略奪されたが、市民が博物館を人間の鎖でとりかこみ、略奪を

阻止しようとした。現在、我々が博物館で様ざまな資料を鑑賞できるのは、これまで多

くの人びとが守り継いできた賜物なのである。 

 

問 1. 文中の（ ア ）・（ イ ）に当てはまる語句を答えよ。 

 

問 2. 文中の【 A 】〜【 C 】にあてはまる家名の組み合わせとして正しいものを選び、

番号で答えよ。 

1.  A ：ヴァロワ       B：フッガー  C：ブルボン 

2.  A ：メディチ       B：ロマノフ  C：ハプスブルク 

3.  A ：ロマノフ       B：ブルボン  C：メディチ 

4.  A ：ハプスブルク   B：ヴァロワ  C：ホーエンツォレルン 

 

問３. 下線部⒜について、この時代に浮力の原理を発見たシチリア出身の数学・物理学

者の名前を答えよ。 

 

問４. 下線部⒝について、彼女の統治期間に行なわれたこととして誤っているものを選

び、番号で答えよ。 

1. オスマン帝国からクリミア半島を獲得した。 

2. 日本の漂流民を送還し、ラクスマンを派遣して日本に通商を求めた 

3. ポーランド、オーストリアと共にプロイセンの分割を行った。 

4. プガチョフの農民反乱を鎮圧後、農奴制を強化して行った。 

  

問 5. 下線部⒞について、植物分類学を確立し、近代博物学の祖と言われるスウェーデ

ン人を答えよ。 



問 6. 下線部⒟について、思想家とその著作物の組み合わせとして正しいものを選び、

番号で答えよ。 

1. アダム＝スミス『経済表』     2. ヴォルテール『パンセ』 

3. モンテスキュー『方法序説』   4. ルソー『社会契約論』 

 

問 7. 下線部⒠について、この神殿が再建されていた当時のアテネの状況として適当な

ものを選び、番号で答えよ。 

1. ソロンの改革により、血統ではなく財産額によって市民の参政権が定められるよ

うになった。 

2. 僭主の出現を防止するために、クレイステネスによって陶片追放が行われるよう

になった。 

3. ペルシア戦争に勝利したアテネでは、ペリクレスの時代に民主政が完成された。 

4. テーバイと連合を組み、カイロネイアの戦いでマケドニア軍と戦った。 

 

問 8. 下線部⒡について、夫のアメンホテプ４世の時代に生まれた写実的な美術様式を

なんというか、答えよ。 

 

問 9. 下線部⒢について、清朝最後の皇帝溥儀を執政として建国された関東軍の傀儡国

家を答えよ。 

 

問 10. 下線部⒣について、この作品の成立年代と最も近い作品を選び、番号で答えよ。 

1. ボッティチェリ「ヴィーナスの誕生」     2. ピカソ「ゲルニカ」 

3. ドラクロワ「民衆を導く自由の女神」      4. モネ「印象・日の出」 

 

問 11. 下線部⒤について、その政策として誤っているものを選び、番号で答えよ。 

1. アウトバーン建設など公共事業を実施し、労働雇用を創出した。 

2. ロカルノ条約を破棄してアルザス・ロレーヌに進駐した。 

3. レジャー施設を作るなど、労働者へ娯楽や余暇を提供した。 

4. ユダヤ人から公民権を奪う「ドイツ国公民法」を制定した。 

 

問 12. 下線部⒥について、この呼称がならった 1968年にチェコスロヴァキアで起きた

民主化運動を答えよ。 



Ⅲ 次の文章を読み、以下の設問に答えよ。 

 イスラーム教を唱えたメッカの商人ムハンマドは、大商人たちに迫害されて622年に

メッカから【 A 】に移住し、イスラーム教徒の共同体を作った。この 622年がイスラ

ーム暦の元年となる。ムハンマドはその後アラブ諸部族を支配下におき、正統カリフ時

代には、ササン朝ペルシアを滅ぼし、ビザンツ帝国からエジプトやシリアを獲得して領

土を拡大した。⒜第４代アリーの暗殺後にムアーウィアがカリフとなって開かれたウマ

イヤ朝は、8 世紀には東はインド西部、西は⒝フランク王国との戦いに敗れたもののイ

ベリア半島まで勢力を拡大した。ウマイヤ朝に批判的だった勢力が革命運動を起こして、

750 年にアッバース朝が成立した。⒞その政策からイスラーム帝国とも呼ばれ、首都

【 B 】は、最盛期の（ ア ）時代に人口100万人に近づく大都市へと成長した。一方、

追われたウマイヤ朝の一族はイベリア半島に逃れ、カリフを称して【 C 】を首都とす

る後ウマイヤ朝をたてた。（ ア ）の死後、アッバース朝は衰退した。10世紀には【 B 】

を⒟ブワイフ朝が占拠し、エジプトでファーティマ朝が【 D 】を建設してカリフを称

してアッバース朝に対抗したため、3人のカリフが並び立つことになった。 

一方で、10 世紀ごろからトルコ系が活躍し、イスラーム世界が拡大していく。11 世

紀にはブワイフ朝を倒して【 B 】に入城した⒠セルジューク朝は、アッバース朝のカ

リフからスルタンの称号を授けられ、各地に学院を建設して学問を奨励した。またエジ

プトにあった⒡アイユーブ朝を倒して 1250 年に樹立されたマムルーク朝は、インドや

イタリアとの東西交易で利潤を独占し、首都【 D 】はイスラーム世界の政治・経済・

⒢文化の中心となった。13世紀末に樹立されたオスマン帝国は、ビザンツ帝国を滅ぼし

てヨーロッパに進出し、最盛期の（ イ ）の時代には地中海沿岸の 4分の３を支配する

大帝国へと成長した。 

  

問 1. 文中の【 A 】〜【 D 】に当てはまる都市名として適当なものをそれぞれ選び、

番号で答えよ。 

1. ダマスクス    2. コルドバ    3. イェルサレム   4. イスタンブル  

5. カイロ     6. アンティオキア    7. メディナ     8. グラナダ 

9. タブリーズ    10. マラケシュ   11. バグダード    12. ヒジュラ  

13. アレクサンドリア  14. アッコン  15. サマルカンド 16. イスファハン 

 

問 2. 文中の（ ア ）・（ イ ）に当てはまる人物名を答えよ。 

 



問 3. 下線部⒜について、アリーの子孫だけが正統なカリフであると主張する派を奉じ

る王朝として適当なものを選び、番号で答えよ。 

1. ファーティマ朝  2. セルジューク朝  3. オスマン朝  4. アイユーブ朝 

 

問 4. 下線部⒝について、最も適当なものを選び、番号で答えよ。 

1. クローヴィスは、ネストリウス派キリスト教に改宗をした。 

2. カロリング朝の王カール＝マルテルはトゥール・ポワティエ間の戦いでイスラー

ム軍に勝利した。 

3. 教皇はカロリング朝の王カールにローマ皇帝の帝冠を授け、西ローマ帝国の復活

を宣言した。 

4. カール大帝は東方から侵入したマジャール人を撃退した。 

 

問 5. 下線部⒞について、アッバース朝の政策として誤っているものを選び、番号で答

えよ。 

1. 官僚制度が発達し、イラン人をなどが政府の要職に就くようになった。 

2. アラブ人でも征服地に土地を所有した場合にはハラージュが課せられた。 

3. コーランやハディースを基礎とするイスラーム法に基づいて政治が行われた。 

4. イスラーム教徒であっても非アラブ人にはジズヤが課された。 

 

問 6. 下線部⒟について、この王朝で創始され、軍人に土地の徴税権を与え、俸給額に

見合う金額を徴収できるようにした制度を答えよ。 

 

問 7. 下線部⒠について、この王朝の拡大が十字軍を招いた。十字軍の説明として最も

適当なものを選び、番号で答えよ。 

1. ボニファティウス８世がクレルモン宗教会議で聖地回復の聖戦を提唱した。 

2. 第３回十字軍は、神聖ローマ皇帝フリードリヒやイギリス王リチャード１世が参

加した。 

3. 第４回十字軍は、コンスタンティノープルを攻め落とし、イェルサレム王国を建

設した。 

4. ７回にわたる十字軍の結果、各国の国王の権威は揺らぎ、教皇の権威が高まった。 

 

問 8. 下線部⒡について、この王朝の創始者を答えよ。 



問 9. 下線部⒢について、チュニス出身の政治家でいくつかの王朝で仕えた後、マムル

ーク朝のもとで活躍したイスラームを代表する歴史家を答えよ。 

 

 



現代社会 問題用紙 

 

 

Ⅰ 次の文章を読んで、下記の問いに答えよ。 

課税や支出、借入にともなう国や地方公共団体の経済活動のことを財政

という。国の 1 年間の歳入・歳出の計画である予算の原案は、省庁からの意

見を集め財務省が作成し、これを基に「A」が予算案を作成する。予算案は、

国会に提出され、議決を経て決定・執行される。これを本予算という。また、

災害の発生等などによって追加の予算が必要になった場合などは、「B」予

算が作成される。 

 

国の歳出、つまり税金の使い道を見てみると、2021 年度の一般会計歳出

106 兆 6097 億円のうち、最大の項目は「C」で 35 兆 8421 億円（33.6%）

を占めている。一方、歳入面を見ると、公債金を除いた最大の項目は「D」

で 20 兆 2840 億円（19.0%）となっている。国は、財政活動を通じて、社会

資本の提供を通じた国民生活の安定・向上、a所得の再分配を通じた格差の

縮小、公共投資を通じた b景気調整などを行っている。 

 

 現在、日本の財政においては、歳入・歳出のバランスが崩れ、c財政赤字

が問題となっている。財政法は、第 2 次世界大戦後のインフレを教訓に、公

債の発行を原則禁止してきたが、1975 年以降、財政特例法によって、税収

不足を補填するために「E」の発行が認められ、公債の発行残高は増加し続

けている。 

 

 地方公共団体は、自主財源の不足を、あらかじめ使途が指定されている「F」

などの、国からの財政支援によって補ってきた。三位一体改革によって、国

と地方公共団体の財源配分の見直しが進められたが、国からの財源の移譲

は十分に行われず、地方公共団体も d財政の健全化が課題となっている。 

 



問１．「A」から「F」の空欄の中に当てはまる正しい答えを、それぞれ 3 択

から 1 つ選び、番号を記せ。 

A １．内閣 ２．経済産業省   ３．日本銀行 

B １．修正 ２．補正   ３．訂正 

C １．防衛関係費 ２．公共事業関係費 ３．社会保障関係費 

D １．法人税 ２．消費税   ３．所得税 

E  １．建設国債 ２．復興債   ３．赤字国債 

F １．地方債 ２．地方交付税   ３．国庫支出金 

 

問２．下線部 a について、所得が高くなるにつれて段階的に高い税率が適用

される租税制度を何というか。 

 

問３．下線部 b について、財政に備わっている、社会保障制度などによって

景気を自動的に安定させる機能を何というか。正しい答えを以下の選択肢

から 1 つ選び、番号を記せ。 

１．フィスカル・ポリシー  ２．ビルトイン・スタビライザー  

３．プライマリー・バランス ４．デフレ・スパイラル 

 

問４．下線部 c について、日本の財政赤字を解決するためには、どのような

ことが必要だろうか。あなたの考えを具体的に述べよ。 

 

問５．下線部 d について、2008 年から始まった、応援する地方公共団体に

寄付をすれば、所得税や住民税から控除されるしくみのことを何というか。 

 

Ⅱ 次の文章を読んで、下記の問いに答えよ。 

 日本国憲法では、様々な基本的人権および a国民の義務について規定され

ている。国家権力からの不当な干渉等を排除する自由権は、精神の自由、身

体の自由、b経済の自由に分類される。国家による福祉の実現を規定した社

会権については、憲法 25 条で c「健康で文化的な最低限度の生活を営む権

利」を保障している。その他、基本的人権を実現するために、d参政権や裁



判を受ける権利などが定められている。 

 日本国憲法は、e法の下の平等を定めており、人種や信条、性別、社会的

身分などによる差別を否定している。また、社会の変化の中で、憲法の解釈

などによって、環境権、プライバシーの権利、知る権利、ｆ自己決定権など

新しい人権がとなえられるようになった。 

 

問１．下線部 a について、国民の三大義務をすべて挙げよ。 

 

問 2．下線部ｂについて、無制限な自由は不平等を生み出すことになり、経

済活動の自由は「ア」(憲法 12 条、13 条)によって制限されることがある。

「ア」に当てはまる正しい答えを以下の選択肢から 1 つ選び、番号を記せ。 

１．政教分離 ２．罪刑法定主義 ３．公共の福祉 ４．国民主権 

 

問 3．下線部 c の権利のことを何というか。漢字三文字で答えよ。 

 

問 4．下線部 d について、成年に達すれば誰でも選挙権を持つ仕組みのこと

を何というか。 

 

問 5. 下線部 e について、特定の人種や民族の排斥をあおる差別的言動であ

る「イ」の解消に向けて、2016 年に対策法が施行された。「イ」に当てはま

る最も適切な語句を答えよ。 

 

問 6．下線部 f について、患者の自己決定権に基づいて、治療内容などにつ

いて十分に説明した上で、同意を得る仕組みのことを何というか。正しい答

えを以下の選択肢から 1 つ選び、番号を記せ。 

１．インフォームド・コンセント ２．クオリティ・オブ・ライフ  

３．バイオエシックス   ４．リビング・ウィル 

 

 

 



Ⅲ 次の文章を読んで、下記の問いに答えよ。 

 日本の雇用環境は近年、大きく変化しており、様々な問題に対する対応が

求められている。第 1 は、雇用形態の多様化である。企業の雇用戦略の変化

などにともない、パート・アルバイトや派遣労働者など非正規雇用が増加し

てきた。正規雇用との賃金などの待遇格差に対して、ルール作りが求められ

ており、2020 年に施行された「A」では、a同一企業内において、正規雇用

と非正規雇用との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理

な待遇差を設けることが禁止された。 

 第 2 は、男女ともに働きやすい環境の整備である。女性の労働進出が進む

中で、職場における男女差別の解消、b男女を問わず育児と仕事を両立する

ための支援などが課題となっている。1985 年に制定されて以降、たびたび

改正が行われてきた「B」では、性別を理由とする差別の禁止や婚姻、妊娠・

出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント及び

c妊娠・出産等に関するハラスメント対策などについて定められている。 

 第 3 は、高齢者や障害者、外国人の雇用環境の改善である。2012 年には

「C」が改正され、65 歳まで希望者の雇用を確保するための措置を導入する

ことが、事業主に義務付けられた。障害者に対しては、「D」によって、企

業規模などに応じた雇用率が定められ、雇用者数が増加している。また、日

本で働く外国人労働者の数が増加しており、2019 年に施行された改正「E」

では、介護や農業など人手不足が著しい分野で外国人の受け入れが認めら

れた。 

 

問 1．「A」から「E」の空欄の中に当てはまる法律名について、正しい答え

を以下の語群からそれぞれ 1 つ選び、番号を記せ。 

 

語群：１．高年齢者雇用安定法 ２．労働基準法 ３．障害者差別禁止法  

４．出入国管理及び難民認定法 ５．男女雇用機会均等法  

６．育児介護休業法 ７．国籍法 ８．パートタイム・有期雇用労働法  

９．障害者雇用促進法 10．男女共同社会参画基本法  

 



問２．下線部 a について、不合理な待遇差を解消し、どのような雇用形態を

選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方の自由な選択の

実現を目指す考え方を、同一「ア」同一「イ」という。「ア」、「イ」に入る

正しい語句をそれぞれ答えよ。 

 

問３．下線部 b について、国と企業はそれぞれどのような対策・支援を行え

ばよいだろうか。あなたの考えを具体的に述べよ。 

 

問４．下線部 c について、適切なカタカナの語句に言い換えよ。 

  

Ⅳ 次の文章を読んで、下記の問いに答えよ。 

社会保障制度は、資本主義の発展に伴って発生した貧困などの社会問題

に対応するために、a各国で整備されてきた。日本においても、特に第 2 次

世界大戦後、憲法に基づいて、さまざまなｂ社会保障制度の整備が進められ

てきた。 

そのうち、社会保険には医療、年金、雇用、労災の諸制度があるが、2000

年には 5 つ目の社会保険制度である「A」が施行された。少子高齢化が進む

中で、社会保険の負担と給付においてバランスの確保が求められており、

2008 年には、「B」歳（一定の障害がある人は 65 歳）以上の者に保険料負

担を求める後期高齢者医療制度が導入された。 

 社会保障制度は、社会保険のほか、ｃ公的扶助、社会福祉、ｄ公衆衛生から

構成され、個人や世帯の生活保障などを行っている。 

 

問１．下線部 a について、以下のキーワード①～④と最も結び付きが強い国

名を語群からそれぞれ 1 つ選び、番号を記せ。同じ番号を選んでもよい。 

 

キーワード：①エリザベス救貧法 ②ベバリッジ報告  

③ビスマルク     ④1935 年社会保障法 

 

語群： １．アメリカ ２．イギリス ３．フランス ４．ドイツ  



問 2 下線部ｂについて、日本では、1961 年に国民年金制度が施行され、

対象となるすべての国民が年金制度に加入するようになった。このことを

国民「ア」という。「ア」に当てはまる最も適切な語句を答えよ。 

 

問 3 本文「A」に当てはまる制度名を漢字 4 文字で答えよ。 

 

問 4 本文「B」に当てはまる正しい年齢を以下の選択肢から 1 つ選び、番

号を記せ。 

１．６０  ２．７０  ３．７５  ４．８０ 

 

問 5 下線部 c を代表する生活保護制度について、以下の説明文のうち誤っ

ているものを 1 つ選び、番号を記せ。 

１. 生活保護法にもとづいている。 

２. 財源の半分が公費負担(税が財源)、半分が保険料でまかなわれている。 

３. 生活、医療、教育、住宅、出産、生業、葬祭、介護の 8 つの扶助が行

われている。 

４. 福祉事務所が担当する。 

 

問 6 下線部ｄについて、感染症予防などを通じて地域住民の健康や衛生を

支える機関を何というか。漢字三文字で答えよ。 



数学 問題用紙 
 

Ⅰ 以下の問いの   に入る数を記せ。 

（１）リンゴ 50個を A、B、C の３人で分けた。３人のリンゴの個数を比べると、Bは

A の３倍より 15個少ない。Cの個数は２番目に多く、３人の個数はすべて異なっ

ていた。 

 

・Aのリンゴの個数を𝑥とする。Cのリンゴの個数を𝑥で表せ。 １  

 

・３人それぞれのリンゴの個数を求めよ。答えは整数とする。 

A ２  B ３  C ４  

 

（２）次の    内に、必要条件、十分条件、必要十分条件のうち最も適するものを

入れよ。またいずれでもないものには×印をつけよ。 

 

・𝑥実数とする。𝑥 > |2𝑥 − 6|は、𝑥 > 1であるための ５  

 

・𝑥、𝑦実数とする。𝑥 = 2または𝑦 = −2は、𝑥2 + 𝑦2 = 4であるための ６  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ 以下の問いの   に入る数を記せ。 

（１）２次関数𝑦 = −𝑥2 − 4𝑥 + 6のグラフの頂点の座標は、（ １ ， ２ ）である。 

 

 

（２）２次関数𝑦 = −2𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏の、すべての𝑥における最大値は１０、𝑥 ≦ 0におけ

る最大値は２である。このとき、定数𝑎は ３ で、定数𝑏は ４ である。 

 

 

（３）放物線𝑦 = 𝑥2 − 3𝑥 + 8と直線𝑦 = 𝑥 + 𝑐が接するとき、定数𝑐は ５ である。 

 

 

Ⅲ 円に内接する一辺の長さ６の正三角形 ABCがある。次の問いに答えよ。 

 

（１）この円の半径を求めよ。 

 

 

（２）辺 BC を１：２の比に内分する点を D として、直線 AD と円との交点を E とす

る。辺 ADの長さを求めよ。 

 

 

（３）辺 ECの長さを求めよ。 

 

 

（４）△AECの面積を求めよ。 

 



Ⅳ 右の表は、ある０歳児の男の子の 1カ月ごとの身

長と体重をまとめたものである。以下の問いに答えな

さい。ただし、小数点になる場合は、（１）～（４）

は小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで、

（５）は小数点第三位を四捨五入して小数点第二位ま

で答えなさい。 

 

 

（１）身長の平均を求めよ。 

（２）体重の平均を求めよ。 

（３）身長の分散を求めよ。 

（４）体重の分散を求めよ。 

（５）身長と体重の相関係数を求めよ。 

 

身長(cm) 体重(kg)

0ヶ月 49 3

1ヶ月 53 4

2ヶ月 56 5

3ヶ月 60 6

4ヶ月 63 7

5ヶ月 65 7

6ヶ月 67 8

7ヶ月 69 8

8ヶ月 70 8

9ヶ月 71 9

10ヶ月 72 9

11ヶ月 73 10


