
平成 31年度入学試験問題

地理歴史

100点満点

《配点は，一般入試学生募集要項に記載のとおり。》

地 理B o～12ページ）

日本史B (29～43ページ）

世界史B (13～28ページ）

（注意）

1. 問題冊子および解答間子は監督者の指示があるまで聞かないこと。

2. 問題冊子は表紙のほかに 43ページである。また，解答冊子は表紙のほかに，

地理B: 12ページ，世界史B: 16ページ，日本史B:8ページ，である。

3. 問題は地理B 5題，世界史B 4題，日本史B 4題である。

4.試験開始後，選択した科目の解答冊子の表紙所定欄に学部名・受験番号・氏名

をはっきり記入すること。表紙には，これら以外のことを書いてはならない。

5.総合人間学部「文系J・文学部・教育学部「文系j・法学部「前期日程J・経済学部

「文系J受験者は，地理B・世界史B・日本史Bのうちから l科目選択するこ

と。

6.解答は，すべて解答冊子の指定された箇所に記入すること。

7.解答に関係のないことを書いた答案は無効にすることがある。

8.解答冊子は，どのページも切り離してはならない。

9. 問題冊子は持ち帰ってもよいが，選択した科目の解答冊子は持ち帰ってはなら

ない。
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世 界 史 B (4問題 100点）

回 世 界 史B問題 (20点）

マンチュリア（今日の中国東北地方およびロシア極東の一部）の諸民族は国家を

樹立し，さらに周辺諸地域に進出することもあれば，逆に周辺諸地域の国家によ

る支配を被る場合もあった。 4世紀から 17世紀前半におけるマンチュリアの歴

史について，諸民族・諸国家の興亡を中心に 300字以内で説明せよ。解答は所定

の解答欄に記入せよ。句読点も字数に含めよ。
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回 世界史B問題 (30点）

Eコの中に最も適切な語句を入れ下線部

(1)～切について後の問に答えよ。解答はすべて所定の解答欄に記入せよ。

B）を読み，次の文章（A,

A 西アジアで最初の文字記録は， メソポタミア（現在のイラク南部）でシュメー
〈さびがた

ル語の模形文字によって残された。シュメール人の国家が滅亡した後も，

シュメール語は文化言語としてこの地域を支配したセム語系の民族（アムル人）

によって継承・学習された。 シュメールの文化や言語を受け継いだ古代メソポ

タミアの社会構造を知る手がかりとなるハンムラビ法典碑は， アムル人が建て
(1) 

たバビロン第 l王朝時代のものである。この王朝は， 前2千年紀前半アナトリ

アに興ったインド＝ヨーロッパ語系の言語を使用していたヒッタイト人の勢力
(2) 

によって滅ぼされた。

前2千年紀後半になると，アラム人，ヘブライ人，フェニキア人などのセム
(3）一一一一一一（4) (5) 

語系民族の問で表音文字アルファベットの使用が始まり，前 1千年紀に入る

と， この文字体系が西アジア， ヨーロッパ地域に広まっていった。ギリシア文

字の使用は前9～8世紀に始まり， やがてイタリア半島でもラテン文字が使用

されるようになった。前6世紀ペルシアに勃興して西アジアとエジプトにまた
F 一一一一『 (6）ー一一一ーー

がる大帝国を建てた l a ｜朝では，王の功業などを記録する模形文字と並

んで，行政や商業にはアラム文字が使用されていた。マケドニアのアレクサン

ドロス大王の東方遠征の結果， 前330年この大帝国は滅亡し， 西アジアやエジ

プトでも一部ではギリシア文字が使用された。古代エジプトで使用されていた

ヒエログリフが記されたロゼッタ＝ストーンは，エジプトを支配していたプト
(7) (8）ーーー

レマイオス朝時代に作成された石碑で，ギリシア語の文章が併記されていたこ

とがヒエログリフ解読の契機となった。

アラム文字は西アジアや中央アジア地域でその後使用された多くの文字の原

型となったが，紀元後7世紀にアラビア半島に興り， その後 1世紀余のうちに

イベリア半島から中央アジアにまで拡大したイスラーム勢力の支配領域におい
(9) えい

て使用されたアラビア文字は， その最も繁栄した後育と呼ぶことが出来よう。
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問

アラビア文字は，イスラーム教徒（ムスリム）にとっての聖典『クルアーン（コー

ラン）』を記す文化的な核心を成す文字とされ，その使用はムスリムの活動範囲

と重なって拡大した。イスラームに改宗したイラン系， トルコ系の人々も，ア
QO)－ーー一一一ω一一ーーーー

ラビア文字の表記をそれぞれの言語に合わせて少しずつ改変して使用した。

I b ｜帝国を廃して成立したトルコ共和国では， 1928年からラテン文字
』一一ー ω 
に基づくトルコ文字の使用を法律的に義務付けた。中央アジアやアゼルバイ

03) 

ジャンで独立したトルコ系民族を主要な構成要素とする諸国の多くも，現代で

はラテン文字やキリル文字を基礎とする各国文字を使用している。

(1) この法典碑は 1901～02年にイラン南西部の遺跡スーサで発掘されたもの

である。当時イラン（国名はペルシア）を支配していた王朝は何か。その名を

記せ。

(2) ヒッタイト人の国家は前 2千年紀の後半エジプトと外交関係を持ち，それ

は1887年エジプトで発見された模形文字によるアマルナ文書にも記録され

ている。この文書が作成された時代に，従来のアモン神からアトン神へと信

仰対象の大変革を行ったとされるエジプトの王は誰か。その名を記せ。

(3) アラム人は大きな国家を形成することなく，シリアの内陸部ダマスクスな

どの都市を拠点に交易に従事していたとされる。前 l千年紀前半，これらの

アラム人を支配下に置き，西アジアで大きな勢力を持つようになった国家は

何か。その名を記せ。

(4）前 6世紀，新パビロニア（カルデア）王国の攻撃でへブライ人の王国（ユダ

王国）の首都イェルサレムが陥落，王族や主要な人物はパビロンへ連行さ

れ，捕囚となった。これを行った新パビロニアの王は誰か。その名を記せ。

(5) フェニキア人は海洋民族として活躍した。彼らの活動の根拠地となった現

在レバノン領の港市の名を一つ挙げよ。

(6) 前7世紀にカルデアやリュデ、イアと並んで強力となったイラン西部に本拠

を置いた国は何か。その名を記せ。
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は，呉三桂らによる三藩の乱を鎮圧した。また，オランダを破り台湾に拠って
a6J- m一一

清に抵抗していた鄭氏政権を滅ぼした。これによって薙正帝・乾隆帝と三代つ

づく最盛期の基礎が築き上げられた。対外的には，ジュンガルを駆逐してチ

ベットに勢力を伸ばすとともに，東方に進出してきたロシアとのあいだにネル
as）一一ー

チンスク条約を結んで国境を取り決めた。また圏内では，キリスト教（カト

リック）宣教師の一部の布教を禁止したほか，字書や類書（事項別に分類編集し側一一－ (20)-

た百科事典）の編纂など文化事業を展開した。

薙正帝のときになると，用兵の迅速と機密の保持を目的に，政務の最高機関

である仁己が設置された。間年同ロシア山フタ条約を結び，

清とロシアの国境を固定した。

乾隆帝の時代には，「十全武功Jと呼ばれる大遠征が行われた。西北ではジユ
ω 

ンガルを滅ぼし，天山以北の草原地帯と以南のタリム盆地を征服した。一方，

南方では台湾・ビルマ（現ミャンマー）・ベトナム・大小両金川（今日の四川省
IJ,'l:!－一一 四一一一一一ー

西北部）にも出兵した。これらの遠征は必ずしもすべてに勝利を収めたわけで

はなく，ビルマ・ベトナムではむしろほとんど敗北に近かったのであるが，そ

れでも清朝はユーラシア東部の大半をおおうような巨大な版図を形成すること

になった。

この頃のユーラシア東方世界を考えるとき，注目すべきなのは，チベット仏

教が急速に浸透していったことであろう。たとえば 1780年，乾隆帝とチベッ

トの活仏M エン＝ラマ4世の会見糊すると，元朝の帝師Eヨと

世祖クビライの関係を再演してみせようとして，パンチェン＝ラマはみずから
IJ,4)－ーーーー

を仁己の転生者と称し，乾隆帝を転輪聖日称揚した。つまりモンゴ

ル・チベット・東トルキスタン・漢地などをふくむ「大元ウルスJの大領域を

I大清グルンJの名のもとにほぼ完全に「復活」させた乾隆帝は，クビライの再来

として転輪聖王と認識されたと考えられる。チベット仏教に基づく権威によっ

て王権の正統化が図られたといえよう。

しかし嘉慶帝・道光帝・戚豊帝の頃になると，清朝の勢力は次第に衰え， 19

世紀半ば，アヘン戦争とアロー戦争（第二次アヘン戦争）が相次いで発生する
仰

と，ヨーロッパ列強との聞に南京条約など不平等条約の締結を強いられた。
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問

ω このような諸勢力のうち，明の北方辺境を侵したモンゴルの君主は誰か。

その名を記せo

(15) この皇帝の祖父の時代，各種の税と労役を一括して銀で納入する方法が広

まっていった。この税制は何か。その名を記せ。

(16) 当時オランダがヨーロッパにもたらした中国の陶磁器は世界商品であっ

た。その陶磁器の生産で名高い中国江西省の都市はどこか。その名を記せo

m 台湾は日清戦争の結果， 1895年に日本に割譲され，第二次世界大戦後に

は中国国民党の率いる中華民国政府が移転してきた。 2000年には総統選挙

によって初の政権交代が行われた。この国民党に代わって政権を担った政党

は何か。その名を記せ。

制 この条約を結んだときのロシア帝国の皇帝は誰か。その名を記せ。

(19) フランス出身でイエズス会に所属し，ルイ 14世の命令でこの時期に訪中

した宣教師らが測量・作製した中国全土の地図は何か。その名を記せ。

伽康照帝のときに編纂が開始され，薙正帝のときに完成した類書の名を記

せ。

(2D 1884年，これらの地に設置された省は何か。その名を記せ。

(22) 18世紀半ばに内陸のビルマ人勢力が建国し，ほぼ現在のミャンマーの国

土と等しい領域を支配し，さらにタイのアユタヤ朝を滅ぼした王朝は何か。

その名を記せ。

仰当時ベトナムでは，北部の鄭氏と中部の院氏が対立していたが， 18世紀

後半に起こった反乱によって両者はともに滅亡した。この反乱は何か。その

名を記せ。

仰 クビライは日本遠征を行い，その軍には高麗軍も参加していた。現在は朝

鮮民主主義人民共和国の南部に位置する高麗の首都はどこか。その名を記

せ。

仰 これらの戦争に敗れた清は列強に対して大幅な譲歩を余儀なくされ，圏内

体制の「改革jをせまられることになった。これを洋務運動という。この運動

に見られた，儒教などの精神を温存しつつ西洋の技術を導入するという考え

は何か。その名を記せ。
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回 世 界 史B問題 (20点）

15世紀末以降，ヨーロッパの一部の諸国は，インド亜大陸に進出し，各地に

拠点を築いた。 16世紀から 18世紀におけるヨーロッパ諸国のこの地域への進出

の過程について，交易品目に言及し，また，これらのヨーロッパ諸国の勢力争い

とも関連づけながら， 300字以内で説明せよ。解答は所定の解答欄に記入せよ。

句読点も字数に含めよ。
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回 世 界 史B問題 (30点）

次の文章（A, B) ~読み，仁コの中に最も適切な語句を入れ下線部
(1)～ωについて後の問に答えよ。解答はすべて所定の解答欄に記入せよ。

A 人類は，結婚や相続といった枠組みを通じて，有形無形の財産や権利を受け

継いできた。

古代ギリシアのポリスでは，参政権は成人男性市民が有し，女性の発言力は

家庭内に限られた。訊問して，アテナイの喜劇作家仁訂は，『女の

平和』という作品で，女性たちが性交渉ストライキで和平運動に参画する姿を

描き，時事風刺を行った。

古代ローマでは，カエサルの遺言で養子になったオクタウィアヌスが元首政

を開始した。そしてこの帝位械がせる者として， 仁 己 を 同 じ く 養 子 と

した。ヘブライ人の王の子孫とされるイエスに対する信仰は，社会的地位にお
(1) 

いて劣るとされた女性や下層民を強くひきつけた。この信仰を中心とするキリ

スト教は，後の欧州世界を大きく規定した。

古代末にドナウ川中流のパンノニアを本拠としたフン人の中では，伯父から

王位を共同で継承した兄弟王権が成立した。兄ブレダの死後，単独支配者と
(2) 

なった王は大帝国を建設したが，その死亡に伴い帝国は瓦解した。東ゴート人

は，テオドリックを指導者とし，ラヴェンナを首都とする東ゴート王国を建設
(3) 

した。この国はローマ由来の制度や文化を尊重したが，後に東ローマ皇帝によ
(4) 

り滅ぼされた。

フランク王国は，分割相続を慣習とし，カール大帝を継承したルートヴィヒ

l世が死亡すると， 3人の子の問で闘争が激化し，王国は3つに分割された。
(5) 

その後，中部フランクが東西フランクに併合され，イタリア・ドイツ・フラン

スの基礎が築かれた。

ノルマンディ一公国では，フランス貴族との通婚により生まれた次男・三男

以下のノルマン騎士が，傭兵や征服者として欧州各地に出かけた。イタリアで

は，半島南部とシチリア島の領土を継承した王が，両シチリア王国を誕生させ
(6) 

Tこ。
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この時期，封建貴族に支配された農奴は，地代として生産物の貢納と，領主

の農地を耕作する賦役とを課された上に，結婚税を労働力移動の補償として，

死亡税を保有地相続税として支払うなど，多岐にわたる負担を義務づけられ
(7) 

た。

ローマ＝カトリック教会は，修道士を通じて民衆教化を進めた。教会には，

国王や諸侯から土地が寄進され，聖界諸侯が政治勢力となったが，現実的には

教会は世俗権力の支配下にあり，また腐敗も進んだ。こうした世俗化や腐敗を

批判する教会内部の動き比フランス仇ヒユ地方にあった亡己

修道院が中心であった。司教職などを相続や取引の対象とすることや，戒律に

反する妻帯慣行も非難の対象であった。

イングランドでは王位を巡る混乱が生じた。結果的に，フランスのアン

ジュー伯がヘンリ 2世として即位したが，アキテーヌ女公と結婚しフランス西
(8) 

部を領有するに至り，大陸とブリテン島にまたがる大国が建設された。他方で

フランス側では，カペー王家の断絶に伴い，ヴァロア家のフィリップ6世が即

位すると，大陸におけるイングランド勢力の一掃を図ったが，これに対してイ

ングランド王エドワード 3世は，フランスの王位継承権を主張した。
(9) 

中世後期のイタリアには，ローマ教皇領の北に，コムーネと呼ばれる自治都

市が成立した。フィレンツェでは，商人や金融業者などの市民が市政を掌握し

た。やがて，有力家系が，その後数世代にわたり寡頭政を敷いた。
QO) 

北欧では，混乱を平定したデンマークの王女マルグレーテが，ノルウェー王

と結婚し，父王と夫との死亡により，デンマークとノルウェ一両国の実権を掌

握した。さらにスウェーデン王を貴族の要請で追放すると， 3国を連合するこ
ω 

ととなった。これはデンマーク主導による連合王国を意味したが，後にス

ウェーデンとの連合は解消された。
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問

(1) 『マタイによる福音書』によれば，イエスはへブライ人の王の子孫とされ

る。息子ソロモンと共に王国の基礎を築いた王は誰か。その名を記せ。

(2) この王は，カタラウヌムの戦いで西ローマ・フランクなどの連合軍に撃退

され，イタリアでは教皇レオ 1世との会見を経て撤退した。この王の名を記

せ。

(3) テオドリックは，フランク王の妹と結婚した。このフランク王はキリスト

教（アタナシウス派）に改宗したことで知られるが，その王は誰か。その名を

記せ。

(4) この皇帝はその后テオドラとともに，北アフリカを征服するなど，地中海

帝国を再現させた。この皇帝は誰か。その名を記せ。

(5) この王国の分割を決定した条約は何か。その名を記せ。

(6) 伯父と父より継承し，南イタリアとシチリアにまたがるこの王国を作った

王は誰か。その名を記せ。

(7) 教会は，農奴からも税として収穫の一部を徴収した。この税は何か。その

名を記せ。

(8) ヘンリ 2世が聞き， 2世紀余り続いた王朝は何か。その名を記せ。

(9) エドワード 3世がフランスの王位継承権を主張した血縁上の根拠を簡潔に

説明せよ。

仰金融業で資金を得て，学芸を庇護し，政治権力を維持した一家は何か。そ

の名を記せ。

ω マルグレーテはデンマークとの国境に近い町に 3国の貴族を集め，養子の

エーリック 7世のもとに 3国が連合することを承認させ，その実権を握っ

た。この連合は何か。その名を記せ。

B 世界史の中で 19世紀は「ナショナリズムの時代Jと言われるように，様々な

地域で国民国家の形成が目指された時代だった。しかしそれは同時に，かつて

ない規模の人々が生地を離れて新天地に向かった［移民の時代Jでもあった。工

業化に伴う社会経済的な変動を背景とするこの時代の移民は， 16世紀以降盛
ω 

んになった大西洋を横断する強制的な人の移動と移動先での不自由な労働との

対比で，「自由移民」と呼ばれることがある。
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ヨーロッパから海を渡った「自由移民Jの代表的な行き先は，アメリカ合衆国

（以下，合衆国）であった。合衆国はそもそも移民によってつくられた国であっ

たが， 19世紀半ばごろから急拡大した労働力需要は，新たな移民をひきつ
(13) 

け，世紀後半には中国や日本からも多くの移民を迎えた。しかし，これらの新
制

しい移民と旧来の移民やその子孫との聞には，摩擦も生まれた。同じころオー
句）ー一一

ストラリアや南アフリカにも様々な地域から多くの人が移民として向かった

が，いずれにおいても白人至上主義の体制が敷かれた。

19世紀以降の大規模な人の移動を物理的に可能にしたのは，鉄道や蒸気船

などの交通手段の発達だった。合衆国では 1869年には大陸の東西が鉄道に

よって結ばれ，大西洋側と太平洋側のそれぞれの港に到来する移民の動きは，

圏内での移動と連結された。同じころスエズ運河も開通し，地球上の各地はま

すます緊密に結びつけられるようになった。しかし，こうした陸上および海上

の交通網の発達は，人々の自由な移動を推し進めただけではなかった。列強は
(16)－一一

帝国の拡張や帝国主義的進出のために各地で鉄道建設を進め，原料や商品の輸

送のために鉄道を利用するばかりでなく，軍隊を効率的に移動させ抵抗を鎮圧

するためにも利用した。それゆえ，鉄道はしばしば，帝国主義に抵抗する民衆
間

運動の標的ともなった。

20世紀に入ると新たに飛行機が発明され，長距離の移動はさらに容易にな

る。ただし，発明からまもない時期の飛行機の実用化を促したのは，旅客機と

しての利用ではなく，軍事目的の利用だった。飛行機を使った空中からの爆撃

が広範に行われたのは第一次世界大戦中であったが，歴史上最初の空爆は，

1911～12年のイタリア＝トルコ戦争においてイタリア軍によって実行され
(18) 

た。

国境を越える人の移動が拡大すると，それぞれの国家は，パスポートを用い

た出入国管理の制度を導入して人の動きを管理しようとした。また，大規模な
q助一一一一一ー

人の移動は感染症の急速な伝播などの危険を増すものでもあったため，各国は

港での近代的な検疫体制を整備した。こうした出入国管理や検疫の制度は，そ

の運用の仕方次第で，移民を差別あるいは排斥する手段ともなった。

このように， 19世紀以降に拡大する人の移動とそれを支えた交通手段の発
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問

達は，単純に人々の自由な移動の拡大を意味したのではなかった。第二次世界

大戦期およびそれに先立つ時期にも，「不自由jな移動は大規模に発生した。そ

の極端な形は， ドイツ圏内やドイツの占領地におけるユダヤ人をはじめとする

人々の強制収容であったが，［亡命」を余儀なくされ国を出る人々も多数あっ

た。たとえば，著名な物理学者アインシュタインは，この時期に合衆国に亡命
側

した l人である。

第二次世界大戦後も，戦争や内戦により，世界の様々な地域の人が「難民jと
ω 
いう形で望まない移動を強いられてきた。アジアでは 1970年代後半から 80年

代に，インドシナ半島で多数の難民が生み出され，多くは合衆国などに向か
仰

い，一部は日本にも向かった。

以上のように見るならば， 19世紀以降，今日に至る時代は，大量の［強いら

れた移動Jに特徴づけられた時代とも言えるのである。

Q2) この強制的な人の移動について，欧米では 18世紀末から 19世紀に入るこ

ろに反対の気運が高まる。 1807年にそのような移動を廃止したのはどこの

国であったか。その名を記せ。

(13) （ア） 1840年代から 50年代にかけてヨーロッパのある地域は合衆国に向け

てとくに大規模に移民を送り出した。この地域とはどこであったか，そ

してこの地域が大量の移民を送り出した事情とは何か。簡潔に説明せ

よ。

付） 1840年代後半から移民を多くひきつけた合衆国側の事情について簡

潔に説明せよ。

ω合衆国におけるこのような動きは 1924年の移民法に一つの帰結をみた。

この法の内容を簡潔に説明せよ。

Q5) これら両国が20世紀初めにイギリス帝国の中で得た地位はどのようなも

のであったか。その名称を記せ。

制 ロシアがアジアへの勢力拡大の手段としたシベリア鉄道は，ある国の資本

援助を受けて建設された。その背景には，その国とロシアの同盟関係があっ

た。この同盟は何か。その名称を記せ。
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間 19世紀末の中国山東省で生まれ，鉄道の破壊を含む運動を展開した集団

は何か。その名を記せ。

制 この戦争でイタリアが獲得した地域は，今日の何という国に含まれるか。

その国名を記せ。

仰 1918年から翌年にかけて，インフルエンザが世界中で大流行し，多数の

人が命を落とした。この時期にこの伝染病を世界規模で急拡大させた要因の

ーっとして，大規模な人の移動があった。その移動はなぜおきたのか。簡潔

に説明せよ。

。。 第二次世界大戦下の合衆国で活動したアインシュタインは，その経験を踏

まえ，戦後，哲学者ラッセルらとともに一つの運動を提唱した。この運動は

何を目指すものであったか。簡潔に答えよ。

ω第二次世界大戦後，イギリスの委任統治の終了を機に急増し，現在も世界

で最大規模の難民集団をなす人々は何と呼ばれるか。その名を記せ。

ω この難民が生まれた背景には， 1970年代半ばのベトナムの状況の変化が

あった。この変化について簡潔に説明せよ。

世界史B問題は，このページで終わりである。
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