
 

2020年度(令和 2年度)一般入試 前期 地理歴史【世界史 A】問題用紙 No.1 
※解答はすべて解答用紙に記入すること｡ 

  

I. 以下の文章を読み、問に答えなさい。 

 

11 世紀後半、（ ① ）王朝であるセルジューク朝の圧迫を受けたビザンツ皇帝は（ ②  ）教皇に救援を求

めることとなった。この際、（ ② ）教皇は、a聖地奪回を目指す（ ③ ）軍を提唱した。こうした提唱の背

景には、西ヨーロッパの ｂ封建社会が、政治的、経済的にも成熟し、対外的に勢力拡大を求める気運が高まって

いたということが挙げられる。また、経済活動の発展は、（ ②  ）にもまして、とりわけ北イタリアにおける

（ ④ ）や（ ⑤ ）といった諸都市の興隆と、それらの諸都市による覇権争いを活発化させた。これらの諸

都市の商人たちは、（ ① ）商人との間で東方貿易を展開し、ｃ香辛料や砂糖、貴金属とヨーロッパの（ ⑥ ）

や銀などとの取引を行った。 

また、上記のイタリア商人は（ ③ ）軍の遠征も一つの商機とみて、これを支援し勢力拡大を図った。例え

ば第4回（ ③ ）軍が東ローマ帝国の首都であった（ ⑦ ）を占領したのもイタリア商人の思惑とかかわり

があった。こうして地中海はｄムスリムとキリスト教徒が交錯する地域となり、両者の仲介役としてあらたに

（ ⑧ ）商人も台頭するようになった。 

こうしてイタリア諸都市が莫大な富をえて繁栄していくなかで、東方貿易はそうした富だけでなく、先進的な

東方文化もこれらの地にもたらし、これがのちにイタリアで（ ⑨ ）が生じるきっかけともなった。 

 

 

問１ 空欄①～⑨に適切な語句を書きなさい。(文中の語句は用いないこと) 

問２ 下線部aについて解答欄１行以上かつ下線におさまる範囲で説明しなさい。 

問３ 下線部b について解答欄１行以上かつ下線におさまる範囲で説明しなさい。 

問４ 下線部ｃ について具体的な香辛料名を二つ挙げなさい。また、こうした香辛料はいかなる目的と用途をも

ってヨーロッパで重宝されたのかを、解答欄１行以上かつ下線におさまる範囲で説明しなさい。 

問５ 下線部ｄ を６文字で言い換えなさい。 

 

 

II. 以下の文章を読み、問に答えなさい。 

 

19 世紀以降、列強が植民地や勢力圏の拡大を狙って熾烈な対立を起こすようになった。（ ① ）ではヴィル

ヘルム 2世が積極的な外交政策を取り、（ ② ）帝国から（ ③ ）鉄道の敷設権を獲得し、a３B政策を進め

た。これに対してイギリス主導の b ３C政策が対抗する構図となり、これがイギリスの世界帝国を脅かすように

なったことから 1902年にイギリスは（ ④ ）同盟を結んだほか、1904年に（ ⑤ ）戦争が勃発すると、今

度は英仏協商を成立させた。さらに、（ ⑤ ）戦争後には、アフガニスタンやチベット、（ ⑥ ）における関

連諸国の利害調整を図った（ ⑦ ）協商を成立させた。この結果、イギリス、（ ⑧ ）、（ ⑨ ）の三国協商

が成立し、これによりさらに 1882年に締結された（ ① ）主導の c三国同盟との対立が深まった。 

また、1914年に、セルビアの民族主義者がオーストリアの帝位継承者夫妻を暗殺する事件が起きた。この翌月、

オーストリアがセルビアに宣戦布告すると、（ ⑨ ）がセルビアを支持し、（ ① ）はオーストリアを支持し

て（ ⑧ ）、（ ⑨ ）に宣戦した。 dこの結果、極めて短期間のうちに協商国（連合国）側と三国同盟側の二

項対立に近い構図で世界大戦が勃発することとなった。 

 

問１ 空欄①～⑨に適切な語句、国名を書きなさい。 

問２ 下線部a について解答欄１行以上かつ下線におさまる範囲で説明しなさい。 

問３ 下線部b について解答欄１行以上かつ下線におさまる範囲で説明しなさい。 

問４ 下線部c について解答欄１行以上かつ下線におさまる範囲で説明しなさい。 

問５ 下線部ｄ について三国同盟側の一国は、1915 年に同盟を離脱し協商国（連合国）につくこととなった。

その国名と理由を解答欄１行以上かつ下線におさまる範囲で説明しなさい。 

 

 

 



 

2020年度(令和 2年度)一般入試 前期 地理歴史【世界史 A】問題用紙 No.2 
※解答はすべて解答用紙に記入すること｡ 

  

Ⅲ. 以下の文章を読み、問に答えなさい。 

 

a 18 世紀はイギリスが東南アジアを皮切りにアジアへ本格的に進出する時代であった。清が最盛期を迎えた

18世紀後半、イギリスはヨーロッパの中国貿易を独占するようになる。一方、イギリスでは喫茶の習慣が普及し

ていた。しかし、増大する中国茶（紅茶）の輸入に対して、清への（ ① ）による支払いが追いつかなくなっ

てきたため、清への一方的な（ ① ）の流出を防ぐために、アヘンを清に密輸し、その見返りに清から茶や絹

を輸入するb三角貿易を行ったのであった。1839年、広州に派遣された（ ② ）がアヘンを禁止し処分すると、

イギリスは自由貿易の実現を口実に、1840年アヘン戦争を起こした。イギリスの鋼鉄製の軍艦を前に、清は敗北

し、1842年、イギリスと清朝は c不平等条約であるd南京条約を結んだ。 

 

問１ 下線部aについて、1819年、イギリスの東南アジア経営の基礎をつくったラッフルズによって、新設され

た港はどこか。  

問２ 空欄①にあてはまる単語を答えなさい。 

問３ 下線部bについて、関係する国はイギリスと清とあと 1つはどこか、答えなさい。 

問４ 空欄②にあてはまる人名を答えなさい。 

問５ 下線部 c とは、条約を結んだうちの一方に不利な条約のことであるが、具体的にどのような条約か、その

特徴について、解答欄１行以上かつ下線におさまる範囲で説明しなさい。 

問６ 下線部dについて、この条約によってイギリスへ割譲されたのはどこか。  

 

 

Ⅳ. 以下の文章を読み、問に答えなさい。 

  

 第二次世界大戦後、アジア・a アフリカの諸国では、植民地支配からの解放、民族独立の動きが高まり、あい

ついで独立を果たしたのであった。ここでは、b 東南アジア諸国の独立と発展について、みていく。1946 年に

（ ① ）が占領していたフィリピンが、1948年には、ビルマなど独立を達成した。一方で、独立をみとめない

宗主国との間で戦争となった国もある。例えば、（ ② ）から独立を求めるインドネシアやベトナムは独立を認

めない（ ③ ）との間で戦争となった。また、マレー半島では、1957年、マラヤ連邦が（ ④ ）から独立し、

1963年にはシンガポールとブルネイ以外の旧英領ボルネオを加えてマレーシア連邦となった。しかし、中国系住

民が多数占める cシンガポールは、マレーシア連邦から独立分離した。 

 経済成長についてもみてみよう。1960 年以降、東アジア、東南アジアは経済成長の時代を迎える。60 年代の

日本を皮切りに、60年代後半にも d韓国・台湾・香港などでも高い経済成長を遂げる地域が出てきた。工業化の

波は、さらにタイやマレーシアにも広がり、東南アジア諸国連合が結成され、さらに高い経済成長率を示したの

であった。一方で、e加入した国の中には「開発独裁」を推し進めたところもあった。 

 

問１ 下線部 a について、アフリカでは 1950 年代から相次いで独立を果たす国家が誕生した。とりわけ、1960

年には17カ国が独立を果たしたことから、この年は何と呼ばれるか。 

問２ 下線部bについて、この時代（1945～1965年）の出来事の説明として、誤っているものを次の（ア）～（オ）

の中から、１つ選びなさい。 

（ア） 共産党の毛沢東が中華人民共和国の成立を宣言した。 

（イ） キューバでは、親米政権への反発が高まり、カストロによって政府が倒されるキューバ革命が起

きた。 

（ウ） 韓国では、民主化運動が高まり、クーデターにより、朴正熙が権力を握った。 

（エ） インドの支援を受けて東パキスタンが、パキスタンから分離独立して、バングラデッシュとなっ

た。 

（オ） アメリカでは、キング牧師を中心に公民権運動が高まり、公民権法が成立した。 

 

 

 



 

2020年度(令和 2年度)一般入試 前期 地理歴史【世界史 A】問題用紙 No.3 
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問３ 空欄①～④に入る国名の組み合わせとして、正しいものを 1つ選びなさい。 

（ア）①日本 ②オランダ ③フランス ④イギリス 

（イ）①日本 ②イギリス ③アメリカ ④オランダ 

（ウ）①日本 ②オランダ ③アメリカ ④イギリス 

（エ）①アメリカ ②フランス ③オランダ ④イギリス 

（オ）①アメリカ ②イギリス ③フランス ④オランダ 

問４ 下線部ｃについて、この独立の中心人物の名前を答えなさい。   

問５ 下線部ｄについて、これらの地域を何というか。アルファベットで答えなさい。 

問６ 下線部 e について、当てはまる具体的な国名とその中心人物をあげながら、「開発独裁」について、解答

欄１行以上かつ下線におさまる範囲で説明しなさい。 

 

 



 

2020年度(令和 2年度)一般入試 前期 地理歴史【世界史 A】解答用紙 No.1 
※解答はすべて解答用紙に記入すること｡ 

受験 

番号 
 氏

名 

 * * 

＊の欄は記入しないこと  

I 

問１①      イスラム      ②   ローマ          ③      十字         

 

④      ヴェネツィア    ⑤     ジェノヴァ      ⑥     毛織物                

 

⑦ ビザンティン/イスタンブール   ⑧      ユダヤ       ⑨      ルネサンス              

 

 

問２     キリスト教の聖地であるエルサレムがイスラム教徒に支配下にあるため、        

      これを奪回しようとすること                           

                                               

        

問３                                            

      土地を媒介とする主従関係、主君が諸侯に領土を与えその領内の統治を行わせること  

                                              

    

問４  香辛料名：  クローブ、コショウ、ナツメグ                      

           調味料としてだけでなく豊かさの象徴として用いられた           

                                              

 

問５         イスラム教徒                               

    

 

Ⅱ 

問１①      ドイツ        ②      オスマン     ③   バグダード           

 

④      日英         ⑤       日露      ⑥   イラン                  

 

⑦      英露         ⑧      フランス     ⑨    ロシア                 

 

 

問２     ドイツのヴィルヘルム２世が積極的な外交政策によってオスマン帝国からバグダード鉄道  

     の敷設権を獲得し、ベルリン、ビザンティウム（イスタンブール）、バグダードを結ぶこと等 

                                               

        

問３   イギリスがケープタウン、カイロ、カルカッタを結びつける植民地政策をとったこと等   

                                              

                                              

    

問４    ドイツのビスマルクが、オーストリア、イタリアと同盟を結んだこと等         

                                          

                                              

    

問５    イタリア： 領土問題をオーストリアとの間に有して、対立していたため       

       中立を唱えて三国同盟を離脱した等                        

Ⅲ 



 

2020年度(令和 2年度)一般入試 前期 地理歴史【世界史 A】解答用紙 No.2 
※解答はすべて解答用紙に記入すること｡ 

受験 

番号 
 氏

名 

 * * 

＊の欄は記入しないこと  

問１      シンガポール     

 

問２      銀           

 

問３      インド           

 

問４      林則徐           

 

問５  一方的な最恵国待遇。第三国に特権が与えられた場合、自動的に同じ特権が与えられること。例えば、                                           

    治外法権（領事裁判権）、協定関税（関税自主権の喪失）など。                                   

                                                   

 

問６  

    香港島             

 

Ⅳ 

問１    アフリカの年        

 

問２     エ            

 

問３     ア            

 

問４     リー・クアンユー     

 

問５    NIES            

 

 

問６  解答例 インドネシアのスハルト（またはフィリピンではマルコス、マレーシアではマハティール、シ

ンガポールでは、リー・クアンユーなど）がリーダーシップを発揮し、経済開発を正当性の根拠とした                                             

    独裁体制を成立させたこと                                            
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