
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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問

(1) 仁己に当てはまる国名を記せ。

(2) 下線部（剖の「弓削連jは，蘇我馬子に滅ぼされた大連であった人物と同族と

される。その滅ぼされた人物は誰か。

(3) 仁己 に比 ある 人物 仰M 。その人物は誰か。

性） 仁己に比道鏡が得た地位の名称が入る。その地位を記せ。

(5) 下線部（b）の［神器を規観するの意jとはどのようなことを指すか，簡潔に説

明せよ。

(6) 下線部（C）の「宮車の曇駕するjとは，天皇が死去したことを示す。この天皇

の死去をうけて，次に即位した天皇は誰か。

(7）下線部（d）の「法」に関して，この時期に施行されていた律令は何か。
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B 
モリソン

英国人莫利宋なるもの，交易を乞わんため，我が漂流の民七人を護送して，
(e) 

江戸近海に至ると聞けり。（中略）そもそも我国外交の厳なる，海外諸国の熟知
(fl 

する所にして，其の証は諸地誌，また郡羅斯のクルーゼンシュテルンの記（奉
岡一一一一 つまぴ

使日本紀行）・ゴローウニンの記（遭厄日本紀事）に審らか也。然れば，漂人を
ω一一一一

媒酌として，交易を乞う事の行われざる，もとより了解して来る事なれば，レ

ザノフの旧轍を踏まざる事必定なるべし。（中略）今我が四周砂然の海，天下万
（ 弘、ぃ（i) （注）

国拠る所の界にして，我に在りて世々不備の所多く，其の来るもまた一所に限

る事能わず。一旦事ある時，全国の力を以てすといえども，鞭の短くして馬腹

に及ばざるを恐るる也。

（注） 「旧轍jは，古人の行為のあとのこと。

「砂然jは，ひろびろとして果てしないさまのこと。
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問

(8) 下線部（e）「英国人莫利宋なるものjは，この文章の著者が，船の名を人の名

と誤解して記したものである。

（ぁ）来航した船は，正しくはどこの国の船であったか。

制 この船に対する江戸幕府の対応はどのようであったか。簡潔に記せ。

(9）下線部（f)に関連して，江戸湾に出入りする船の検査を行うための奉行所が

置かれ，ペリー来航の際には交渉の場となったのはどこか。その地名を記

せ。

(10) 下線部（回「郭羅斯Jは，ある国を示す表現である。その国名を記せ。

ω下線部（却に関連して，漂流民の送還を理由に来航した外国の使節から，江

戸幕府に初めて公式に引き渡された漂流民は誰か。

Q2）下線部（i）と同様の危機意識から， 18世紀末に書物を出版し，海防の必要

を説いた人物は誰か。
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C 

かかん もっと そうろう

華翰敬読。 勅諭改正案御送付拝承。 簡短にして主義明瞭， 尤も妙と存じ候。
（注） (j）

ー一ー

末文に， 一国の独立を維持するは陸海軍備に基因す， 幸いに目下東洋無事， 隣
(k)ーーーー一一 わずら (I) 

国の関係親密云々の旨趣を一語相加え， なおー案を煩わせたに希望にたえず

候。（中略）今に予算結了に到らざる趣， 誠に困り入り候， 余事後鴻に譲る。
刷 （注）

草々頓首

九月二十三日早天

仁己
井上顧問宮殿

(1890年9月23日付井上毅あて書簡）

（注） 「華翰jは， 貴方からの書簡。

「余事後鴻に譲るJは， 残りの事柄はまた後日お便りします， という意

味。
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間

ω下線部(j）の「勅諭Jは，この史料の時期にはまだ作成中であった教育勅語を

指すと推定される。こうした天皇の公的な意思を示す文書（詔勅）は，国民へ

向けて折々発せられたが，それに関して，

（ぁ） 日露戦争後に出された戊申詔書をうけて，町村財政の立て直しなどをは

かった地方改良運動が本格化した。この運動を推進した，地方行政や警察

などを統轄した省はどこか。

（吋 1923年の「国民精神作興ニ関スル詔書」は，同年9月に起こった大規模

な災害を契機に出された。その災害を何というか。

ω 下線部（却の「陸海軍備Jの兵力量決定権は，帝国憲法では天皇大権に属する

と定められた。同じく天皇大権の lつで，陸軍省・海軍省からも独立した，

軍隊を指揮する権限をとくに何というか。

価）下線部(1)で示される情勢認識の背景には， 1885年以来，日清両国の間で

結ぼれていた条約がある。その条約の主要な内容を 2つ記せ。

Q6) 下線部制のように，難産の末決定された政府の次年度予算案であったが，

第 l回帝国議会ではこれをめぐって政府と民党とが対立した。この際，民党

が政府に訴えた要求は何であったか。簡潔に記せ。

Q7) E己に比この書簡の差出人である，当時の首相の名前が入る。そ

の氏名を記せ。

- 34- く＞M9(773-91)



回 日 本 史B問題 (20点）

次の文章（①～⑩）の仁己～仁己に入る最も適当な語句問。解

答はすべて所定の解答欄に記入せよ。

① 仁己世後期の打製石器が，列島の各地で発掘されている。附年に

群馬県の仁己遺跡の発掘調査により，この種の石器の存在が確認され

た。

②縄文時代の豊かな文化や盛んな活動が明らかにされつつある。 1992年に本

格的な調査が開始され，集合住居と推定される大型の竪穴住居などが出土した

青森県仁己遺跡は，その明白な物証である。多様な物資が行き交礼た

と 淵JI[流域を原産とする仁己が，装飾品の素材として広く流通し

た。

③紀元前後頃から，倭人は中国王朝に遣使をくり返し行った。『漢書』地理志に

「仁己海中に倭人有山あるように仁己郡が遣使の窓口であっ

た。『後漢書』仁口伝に記された紀元日年の遣使は有名である。

④文字を記した遺物は，古墳時代の社会を解き明かす鍵を握る資料である。

亡口県の岡田山 1号墳から出土した鉄万には「額田部臣」の銘が認められ

る。この「臣」は，有力豪族同えられた仁己と呼ばれる称号の 1っと考

えられる。

⑤近世中後期の私塾は，多くの門人を集め，多彩な人材が輩出した。懐徳堂は

その l冗富永仲基や，『夢の倒錯した仁0 t.t.c.iJ！育った。また，

周防の 医 伽 家 凶 ま れ た 仁 己は，豊後日田の戚宜園切の適時

んだ後，長州藩で軍事指導を行い，維新後は近代的軍隊の創始に関わった。

⑥近世後期になると，村では貧富の格差が拡大し，貧農・小作人層が村政参

加，村役人の交代，帳簿の公開などを要求する運動であるCDが増え

た。また，都市部へ流出するものも増えて村が荒廃したため，老中松平定信は

帰村を勧める仁司を発令した。
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⑦開国直後から， 仁己は日本の最大の輸出品となった。いっぽう輸入で

は開国当初，毛織物や綿織物，綿糸などが大きな割合を占めたが， 1880年代

以降の仁己業の勃敗よって，その原料であ仰の輸入が増大し， 19

世紀末から 20世紀初頭には最大の輸入品となった。

⑧ 1911年に青鞘社を結成し，女性の生きる道は結婚して母となることだけで

はないと訴えた仁ヨは，女性の政治的権利を求…問こ市川房枝

らと新婦人協会を創立した。 1945年には女性の選挙権・被選挙権が初めて認

められさらに 19刊には仁己の改正によって，男性の家長に強い権

限を与えた戸主制度が廃止された。

⑨韓国併合後，日本政府が朝鮮統治のため設置した仁己は，朝鮮人の政

治活動を厳しく弾圧した。 I平民宰相Jと呼ばれた仁己が首相のとき，

三・ー独立運動が起こると， 仁己は憲兵警察の廃止など統治に手直しを

加えたが，民族主義運動は根強く続いた。

⑩凶年7月に日本軍が南部仏印に進駐すると，アメリカは仁己の対

日輸出を禁止した。日本はアメリカに禁輸解除を求めたが，これに対してアメ

リカ比日本軍の仁口 ω 仏印からの全面即時に要求した。日

本はこの要求を受け入れることができず，対米英開戦に踏み切った。
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回 日 本 史B問題 (30点）

次の文章（A～C）の仁己～仁己に最も適当な語句を記し，聞は）～

仰に答えよ。解答はすべて所定の解答欄に記入せよ。

A 

桓武天皇は平安京の建設にあたり，平城京の寺院が移ってくることを許さな

かった。これはま亡己京村平城京に選都したときの方針と大きく異な

い

新造された。このうち左京の寺は空海に与えられ，真言宗の拠点となって，数
(a) 

多くの密教美術を今に伝えている。その後も，京内に寺院が建立されることは

ほとんどなく，天皇や貴族は平安京の周辺や郊外に寺院を建てた。
(bl 

平城京に残された大寺院では，仏教の研究や布教，僧尼の育成などが盛んに

行われた。最澄が大乗戒壇の設立をめざすと，平城京の仏教勢力は強く反対し

たが，最澄は『IT]』を著してこれに反論した。空海はそうした対決姿勢

をとらず，東大寺に真言院という拠点をもった。乙の真言院は，政争に敗れて
(C）ーーー

隠棲していた平城太上天皇に対し，かつて空海が濯頂という密教儀礼を行った

場であった。

平城京の寺院が勢力を保った主な要因は．封戸・荘園といった経済基盤であ

る。しかし， 仁司とも呼ばれた国司が強い権限を握ると，封戸や荘園か

らの収入は減少した。それは iエ lが朝廷や摂関家への奉仕を重んじ，平
」一一＿＿， (d) ，一一一ーー

城京の寺院を軽視したためであろう。北陸地方の東大寺領荘園も， ｜ エ ｜ 
但） 』ーーー一ー

が協力しないため，経営に行きづまったとも考えられる。

こうして平城京の寺院iま表えてし＝つたカ

て強し を保つた。平城京の大部分が田畑となるなカ）， 仁E と東大寺

の周辺地域は南都（奈良）と呼ばれ，都市のにぎわいを維持していた。
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問

(1) 下線部（a）に関して，この寺に伝えられた，二図で一対をなす9世紀頃の密

教絵画は何か。

(2）下線部（b）に関して， 11世紀前半に平安京東京極と鴨川の聞に建てられ

た，阿弥陀堂を中心とする寺院は何か。

(3）下線部（C）の「政争Jに勝利した天皇は誰か。

性） 下線部（d）の「奉仕Jに関して，建物を造営するなどの奉仕により，官職に任

じてもらうことを何と呼ぶか。

(5）下線部（e）の［北陸地方の東大寺領荘園Jの大部分は，開墾を奨励し，耕地の

拡大をめざす政策のもとで成立した。これは何世紀のことか。
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B 

中世において地方支配を担った守護は，鎌倉時代に有力御家人が任ぜられた

ことに始まるが，その任務は大犯三カ条と呼ばれる内容に限定されていた。鎌

倉幕府を滅ぼした後醍醐天皇は，専制的・復古的な政策を行い，鎌倉と

仁 口 町ぞれ皇子を派遣し，各国同守護とともに国司を配。し

かし，間年に起こった仁己の鎮圧のために鎌倉に下った足利尊氏が

反旗をひるがえしたので，政権を失って吉野に逃れた。このような内乱の中，
(g）一一ー

室町幕府は守護にさまざまな新たな権限を与えて地方支配を確立させた。ま
ω 

た，二代将軍義詮の弟を仁己に任じ，伊豆・甲斐・関東八か国を統治さ

せた。

しかし，内乱が収束に向かうと，今度は守護の力を削ぐことが幕府の課題と

なった。三代将軍義満は，複数の国を支配し強大化していた一部の守護らを討
(i) 

伐する一方で，譜代の足利家家臣や守護の一族を，将軍直轄軍である

仁己に編成し重用して川。こののち，京都に集まった有力守護側

軍を支えるかたちで，室町幕府はしばらくの安定期をむかえる。
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問

(6）下線部（f)の内容は，謀反人の逮捕・殺害人の逮捕と，もう lつは何か。

(7) 下線部（回の「内乱」を描いた軍記物の誤りを指摘しつつ，足利家の一門であ

るみずからの家の歴史を記した，九州探題を務めた人物は誰か。

(8) 下線部（却の「権限Jのうち，守護が幕府の裁判の判決を執行することを何と

いうか。

(9）下線部（i）は，朝廷においても高い官位につき，内乱で中止されていたさま

ざまな年中行事や造営を積極的に再開した。この一環として，全国の田の面

積に応じて課す税の徴収を幕府が担うようになった。この税の名称を記せ。

制下線 部(j）に関して，

（剖南北朝合ーの前年に討たれた，山陰を中心とする国々の守護を務めた人

物は誰か。

（い）堺で挙兵し鎮圧された守護の子孫は，その後，勢力を削減されながら

も，室町時代を通して日明貿易にたずさわるなど，有力守護であり続け

た。この子孫が 15世紀末に定めた分国法の名称を記せ。
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C 

1952年に発効したサンフランシスコ講和条約によって，日本は独立を回復

した。しかし，同条約に調印しなかった，または講和会議に招聴されなかった

国々との国交正常化が，日本にとって大きな外交課題として残された。また．

沖縄と仁己諸島がアメリカ合衆国（アメリカ）の施政権下に置かれたた

め，その本土復帰も課題であった。

ソヴィエト連邦（ソ連）との国交正常化は， 1956年，鳩山一郎が首相のとき
(k)一一一一一一

に実現した。しかし，日ソ共同宣言が出されたものの，北方領土問題での立場
m－一一一一

の隔たりが大きかったため，平和条約の締結には至らなかった。大韓民国（韓

国）とは 1965年に日韓基本条約を締結し，国交を樹立した。当時の日本の首相

は佐藤栄作，韓国の大統領は朴正照であった。佐藤内閣の下では， 1968年に

~諸島返還， 1972 年帥縄返還も実現山る。
同一一一一

日本は即年に中華民国との間で仁己条約を締結した。しかし，

1971年のニクソン・ショック以降，アメリカが同国と断交して中華人民共和

国を承認する方向に動き出すと，日本もそれに追随し， 1972年に田中角栄首

相 即して，日中開削された品川町．仁己条

約が締結された。

このように日本は， 1950年代から 70年代にかけて，周辺諸国との国交正常

化を実現したが，戦争や植民地支配に起因する問題がすべて解決されたわけで

はない。ソ連（ロシア）との平和条約締結，朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）と
同

の国交正常化は，現在に至るまで実現していない。また，北方領土，竹島や尖

閣諸島の領有権をめぐる争いが存在するほか， 1980年代以降，戦争被害者へ
(0）－一ー一一

の補償，首相の靖国神社参拝，歴史教科書の記述などをめぐって，新たな外交

問題が浮上している。
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関

総下線部（klの｛鳩山一郎jが文部大喪を務めていた 1933年，京都帝国大学法

学部のある教授が休職処分者受けたのをきっかけとして，関学部の教官の半

数以上が大学を去る事件が謡こった。この事件を，その教捜の溜字かち何と

呼ぶか。

G2) 下謀部むのはヒ方領土tJのうち， 日ソ 中で，平和条約締結後にソ

連かちB本に引き漉すとされているのは，議舞群島とどの島か。

隷下穣部制の「1968年Jに，佐藤内麗は明治四年記念式典を開催した。この

年が［明治百年Jとされたのは，元号が明治に改光された 1868年から百年が

経過したためであるが，これに関連して以下の問に答え

（制 明治の 1つ言立の元号は剖か。
かんし

（刊明治元年の子支は向か。

｛ぅ） この年の NHK大河ドラマになったI竜鰐がゆくiのほか， f朔ぶが如くJ

f壌の上の議jなど，幕末・明治期に関する長舗歴史小説を多数発表した作

家は誰か。

錨下線部（n）に関して，密交正常化に向け，戦後日本の首相として拐めて北朝

鮮を訪問したのは誰か。

G5）下線部坊のfl980年代jに財政再建のために検討が進められ， 1989年に

3パ…セントで導入された間接説の一種を何というか。

42 (>M9(773-99) 



回日本史B問題 (30 ，点）

次の間(1), (2）について，それぞれ200字以内で解答せよ。解答はいずれも所定

の解答欄に記入せよ。句読点も字数に含めよ。

(1) 執権政治の確立過程において，北条時政・義時が果たした役割を説明せよ。

(2) 近世の石高制の成立過程，および、，石高制に基づく大名統制と百姓支配につ

いて述べよ。

日本史B問題は，このページで終わりである。

-43- OM9 (773-100) 


	地理歴史 日本史B 表紙
	日本史B問題 I-A
	日本史B問題 I-B
	日本史B問題 I-C
	日本史B問題 II
	日本史B問題 III-A
	日本史B問題 III-B
	日本史B問題 III-C
	日本史B問題 IV

		2019-06-24T17:12:26+0900
	入試企画課




